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JBA ドイツ視察 

 

視察実施：2019 年 11 月 27日～30日 

 

訪問地・視察先：ドイツ連邦共和国 ベルリン市 

            在ドイツ 日本国大使館 

            ドイツ醸造者連盟（DBB） 

            ベルリン醸造研究所（VLB） 

            BRLO醸造所 

            Lemke醸造所 

 

 

 

 

 

2019JBA ドイツ視察 参加者 

 氏名 会社名 役職など 

1 田村 源太郎 久米桜麦酒㈱（大山 G ビール） 代表取締役社長 / JBA 会長 

2 岩田 秀樹 久米桜ビール㈱ 取締役工場長 

3 橋本 憲治 寿酒造㈱（大阪國乃長ビール） 社長  /JBA副会長 

4 永野 時彦 宮崎ひでじビール㈱ 代表取締役 / JBA副会長 

5 森 翔太 宮崎ひでじビール㈱ 品質責任者 

6 宮下 晃一 宮下酒造㈱（独歩ビール） 専務取締役/JBA 副会長 

7 石川 智康 JBA/JTB JBA 理事・事務局長 

8 黄金井 陽介 黄金井酒造㈱（相模ビール） 専務取締役/JBA 理事 

9 高橋 尚弘 マルカツ興産㈱（はこだてビール） 工場長 

10 小泉 智洋 喜多産業㈱ 次長 

11 對馬 一喜 鎌倉ビール醸造㈱ 代表取締役     

12 今村 広太郎 鎌倉ビール醸造㈱ 専務取締役 
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１．在ドイツ日本国大使館 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記録＞久米桜麦酒㈱ 田村源太郎 

                                JBA 石川智康（補足） 

 

□視察日：2019年 11月 28日（木）11時 50分〜14時 

□訪問先：在ドイツ日本国大使館 

□面会者：八木毅（特命全権大使）、松田賢一（公使）、小林千鶴（二等書記官） 

     望月智治（ジェトロベルリン ディレクター） 

 

・大使公邸にて、八木大使、松田公使、小林書記官、望月氏と昼食をしながらの意見交換・情報交換 

・今回の我々の欧州視察の目的、ドイツ醸造者連盟ならびに、ベルリン醸造試験・学校（ＶＬＢ）訪問の 

 経緯など報告 

・日本のクラフトビールの現況の説明 

 

 ◇八木大使より 

 ・国産酒類の海外輸出拡大は、国としての重要課題となっており、政府からは、在外公館に対して当該国で

の消費増をサポートをするよう指示が来ている。 

もちろん、日本の地ビールの輸出についても、大使館としてできる限りの協力をしていきたい。 

 ・日独間の交流が、「ビール」を核に拡大することを期待している 

 

               

JBAドイツ視察の最初に、まず訪問したのが、ベルリンにある在ドイツ日本国大使館。 

八木大使、松田公使をはじめとする大使館スタッフ、JETROベルリン事務所スタッフなどとお会いし

て懇談した。 

話は、日本の地ビール（クラフトビール）の現況説明からはじまり、日独双方のクラフトビールを

核とした新たな交流の創出、日本産のクラフトビールの海外輸出拡大に向けた方策、日本における

国産酒類のツーリズム資源化など、将来の良好な二国間関係づくりや国産酒類業界の発展、そして

地方創生への貢献などについて、意見や情報の交換を行った 
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メンバーが持参したビールと、地元ドイツのビールで乾杯 八木大使に国産クラフトビールの商品説明 
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２．Deutscher Brauer-Bundドイツ醸造者連盟 DBB 

記録：壽酒造株式会社 橋本憲治 

久米桜麦酒株式会社 岩田秀樹 

きた産業株式会社 小泉智洋 

JBA 石川智康 

 

□日時：2019年 11月 28日 

□目的：ドイツ醸造者連盟の業務視察 

 Deutscher Brauer Bund ドイツ醸造者連盟（DBB） 

事務局長 Holger Eichle 氏、広報 Marc-OliverHuhnholz 氏に面会 

Go合 Sakeの Dr Bastian Schwithal 氏も合流 

●Holger Eichle 事務局長の挨拶と Marc-OliverHuhnholz 広報担当による事業概要説明。かなり詳細にまとめられた資料を

用いた説明を受けた。右の画像はおしゃれなタップ室、天井のライトをつけるとホップ畑にいる雰囲気になる。 

 

◆DBBについて 

〇DBBの設立は 1871年。ドイツでは最も古い業界団体組織のひとつである。 

オフィスは旧・東ドイツエリアのブランデンブルク門近くにありスタッフ 9名で運営されている。 

〇DBBの活動内容 

 DBBの活動は、大きく以下 4つに分けることができる 

  ①政治的なロビー活動：EU、国、地域 

  ②ビールに関する啓蒙活動 
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  ③各方面の組織などとの連携 

  ④会員企業への各種サービスの提供 

〇会員について 

ビール会社の DBBへの入会は任意。 

 入会資格に会社規模による規定はなく、会員は大手メーカーから新興クラフトビールメーカーまで多

彩だ。 

 現在の会員は①6つの地域協会（バイエルン州、ノルドライン・ヴェストファーレン州など）および

地域協会に所属する中小規模の醸造社約 450醸造社 ②6つの大手グループ（ABインベブ、パウラナ

ー、クロムバッハ―、ビットブルガー、ラーデベルガー、ヴァルシュタイナー）で構成されている。 

会費は年間醸造数量によって設定されている。大規模メーカーの会費は最大 20万ユーロ（約 2,400

万円）と高額である一方、小規模メーカーはたとえばハンブルクの小規模メーカーは 250ユーロ（約

30,000 円）と低額である。なお、会費は州（地域）によっても異なり、国内で裕福と言われるバイエ

ルン州は高め、旧東ドイツエリアのザクセン州は低めに設定されている。 

壜詰めをしていないビアパブ式の醸造所の中には、DBBではなくレストランの業界団体に加盟してい

るケースも多い。 

〇業界団体に入会するメリット： 

とくに中小規模のメーカーが業界団体に加盟する最大のメリットのひとつは、法的問題が発生した際

に、業界団体の顧問弁護士を利用することができることにある。 

ドイツでは被雇用者の権利が法律で強固に守られており、（法律により、会社は全ての従業員と雇用

契約を結ぶ事が義務付けられている）雇用関係の係争も頻繁に発生していて、弁護士の出番も多い。 

また、DBBには原材料担当１名と醸造技術担当が１名在籍しており、会員は技術的な相談をすること

もできる 

 

◆ドイツのビール業界のあれこれ 

〇ドイツの醸造社数と製造量 

 ・2015 年：1388社 2016年：1410社 2017年：1492社 2018年：1539社 

 ・1980 年～21世紀初頭にかけて、ドイツ国内の醸造社は減少傾向にあり、底の状態にあった 2003年

は 1275社にまで減少した。その後、いわゆるクラフトビール人気がドイツにも訪れ、2015 年以

降、醸造社は急増傾向にある。 

 ・ドイツのビールメーカーはもともと中小規模のものが多く、現在もその傾向は変わっていない。 

2017 年のデータでは全メーカー（1492社）のうち、年間製造数量が 1000kl 以下の中小規模のもの

は 1168社で、全体の 78％を占めていた。 

・近年増加している「クラフトビール」はこのカテゴリーでも最小規模（年間製造数量 100kl 以下）

のグループに入る。このグループに属するメーカーは 2018年に 853社あったが、つくられたビー

ルは、全社合わせてもドイツ全体の製造量の約 2.3％程度にすぎない。こと「クラフト」に限って

みると、製造量はドイツ全体の 0.5％ということになる。 

 しかし、クラフトビールがドイツのビール業界に新風を巻き起こしたことは間違いない。彼らがそ

れまでドイツにはなかった様々なタイプのビールづくりに取り組むことで、国内ビールのバリエー
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ションが増え、それが消費者の心をとらえることで、減少傾向が続いているドイツのビール消費に

も良い効果をもたらしはじめている。 

 とはいえ、経営不振～廃業の道をたどるクラフトビールメーカーもある（正確な数は把握できな

い）が、いずれにしても、「良質なビールをつくりつづけること」が生き残りのための絶対条件な

のである 

・一方、ドイツのビール製造の主力である大手メーカーはグループ化・国際化がすすんでいる。 

ドイツのビールのほとんどは、大手 16社（グループ）がつくっているといっても過言ではない 

 ・国内の一人当たりビール消費量は漸減傾向が続いている。 

   1991年 140リットル → 2018年 100リットル 

  これは、国民の生活習慣の変化と、飲酒運転の罰則強化によるものだと思われる 

 

〇容器リサイクル 

 ・ドイツは、廃棄物処理・リサイクルについても非常に厳格な姿勢で取り組んでいる国である。 

  ビール容器についても、厳しい規制が設けられている 

 ・ビール瓶は、国内で約 30～40億本以上が流通しており、約 80％がリユースされている。 

・経済産業省資料によると、ドイツでは 2003年 1月実施され連邦包装政令第 8条により強制デポジッ

ト制が導入されている。たとえば、消費者は購入時、ワンウエイ容器 1 飲料容器（1.5L 以下）につ

き 25ユーロセントをデポジット金として支払う義務を負う） 

 ・ちなみに、ドイツでは「缶ビール」のウエイトは低く、全体流通量の約 8％にすぎない。一方、ペ

ットボトルのものも 7％程度ある 

 

〇ドイツでは、現在も基本的に「ビール純粋令」に基づいたビール醸造が行われている 

 

〇ビールの税金 

・ビール醸造について、年間 200L以上は税金がかかる（それ未満はホームブルワーとして免除） 

 ・ドイツの基本的な酒税（ビール）は、1hl（100リットル）あたり€9.44（約 1130円）。 

  これは、EUの中では低水準である（例：ベルギー €20.53、イギリス€91.30、フランス€13.01、デ

ンマーク€32.83、スウェーデン€78.19、フィンランド€124.61など） 

 ・独立系の中小規模メーカーについては、製造数量に応じた軽減酒税が導入されている。 

大手を 100とすると年間製造数量 500kl 以下のメーカーに適用される税率は 56となる。 

 ※ドイツのビール酒税は日本と異なり、原麦汁濃度が計算の基準となっている 

 

〇消費者の購買スタイルの変化 

 ・かつで、ドイツ人はビールを「ケース」で買うことが多かったが、最近の若い世代は 6本くらいの

単位で購入することが多いようである。 

  世代でビールの購入スタイルが変化しているので、業界としてその変化への対応に取り組んでいる 

・今後、ノンアルコールの市場拡大が予想される 

・ビールの販売価格：市中でのビール販売価格は、おおむね大手の売価は 0.80€～（約 100 円）、クラ
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フトビールは 3.5€～（420 円程度）。 

クラフトビールは利益が多いが競争が激しい 

 

〇ビールとツーリズム 

 ・ドイツでは、ブルワリー見学や、ビール醸造教室などを行うメーカーが多い 

 ・地域と連携したツーリズムへの取組も各地で行われている。 

メーカー規模に応じた大小のビール博物館が全国にあるほか、「ハイキング、トレイル」「ビールセ

ミナー」「ビア・フェスティバル」などのプログラムもとても多い。 

フェスティバルの代名詞が、ミュンヘンのオクトーバーフェストであることは日本の皆さんもご存

知のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBB 主催のレセプションに参加 

 

この日の夕刻、市内のビア・レストランで、DBB 主催のレセプションが開催され、政財界およびビール業界の関

係者が多数参加した。 

このレセプションには私たち JBA のメンバーも招待を受けて出席。 

主催者スピーチで「今日は、はるばるやってきた日本のクラフトビールの皆さんも参加してくれている。新しい

仲間だ」と紹介され、参加者から拍手を受ける一幕もあった。 

会場では、我々が持参したビールもテーブルに並べられ、ビール談議に花が咲いた。 
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４．VLB（Versuchs-und Lehranstalt für Brauerei in Berlin ベルリン

醸造研究所） 

 

＜記録＞ 

壽酒造株式会社 橋本憲治 

久米桜麦酒株式会社 岩田秀樹 

きた産業株式会社業部次長 小泉智洋 

JBA 石川智康 

□2019年 11月 29日 10:00～12:30 

□研究所の組織、意義、役割などについてのヒアリング。 研究所内設備を見学 

 

【所見】 

・VLBはブラウマイスター認定制度などをはじめとして、ビール酒質の維持向上のためにブルワー教育を積極的

に実施しており、醸造者にとって大変有意義な組織だと感じられた。 

・設備が充実しており、サイズ別、発酵条件別など、少量で研究に取り組みやすい環境であった。 

・ビールメーカーがビールの研究をするだけなく、機械メーカーの実施試験の場になることもあるようで、お互

いの交流の場になっているのはよい環境であると感じる。 

 

【研究所について】 

◆沿革・概要 

・1883年設立された研究機関。1982 年までは、販売用ビールの醸造も行っていた。 

・現在、370の会員企業からの会費で成り立っている 

 （ビールメーカーだけでなく、物流、機械メーカーなども会員となっている） 

・VLBの活動の中心は、ビール（アルコールゼロのものも含む）、蒸留酒および飲料の Bioに関する研究と、醸造

技術者の育成と継続的な教育である 

・ビールメーカーや機械メーカーとの共同研究、各種分析などしている 

・ベルリン工科大学（TUB）とは密接な関係にあり、TUBの研究員の受入れ、講師依頼も行っている 

・海外の研究機関とのネットワークもある 

・1,050万ユーロの収入があり、このうち 10%は会員企業からの会費、25～30%は共同研究費 

・70人の科学者がいる 

 

◆研修プログラム 

・ビール醸造技術者養成のための各種研修プログラムがあり、ドイツ国内、欧州、米国はもとより、日本を含む

アジアからも研修生が来ている。 
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 英語の醸造技術者養成コースもあり、このコースには毎年日本からの参加がある。 

・VLBが主催する Craft Beer関係者向けの研修プログラムは、長期コース（6か月間）・短期（14日間）がメイ

ン。いずれも、英語コースがある。 

 昨年の 6か月コースには、日本のクラフトビール会社の社員が参加していた 

研修の中心テーマは、「原材料」「醸造技術」「パッケージング＋貯酒」で、醸造技術全般を学ぶものである。 

一方、製造工程の一部分（例：仕込み工程、発酵工程）に特化したものなど様々。受講者（派遣企業）の希望

に合わせた特別プログラムを組んだり、日本語通訳をつける特別コースをオリジナルで行うなど、ニーズに合

わせたフレキシブルな対応が可能である（相談歓迎、日本からの多くの研修参加をお待ちしているとのこと） 

 

【JBAからの事前質問に対して】 

Q:ビールメーカーは、品質検査をどのように行っているのか？ 

 →ドイツでは、ビールの研究・教育ネットワークが出来上がっているので、各社がそれぞれ品質分析の能力を

もつ専門家・VLBを含む機関とのつながりをもっており、品質検査もそれら専門家・機関に委託しているケ

ースが多い。また、自社で検査能力を持っているメーカーもある 

 →日本からのビールの品質分析・評価を依頼することも可能である 

Q:良質なビールを製造するために必要なことは？ 

 →すべての醸造工程において、化学的、生物学的、機械の動作などの本質的な知識を習得することが重要 

Q:上面発酵ビールが日本では流行しているが、ドイツでは？ 

 →世界的にクラフトビールブームが到来しているが、ドイツには古くから小規模醸造ビールが多数存在し、上

面・下面、様々なタイプのビールが作られてきた。そしてそれがドイツ特有の文化として定着している。こ

のあたり、アメリカや日本など、他の国とは状況が異なっていると考えている 

 →ドイツでも近年「Craft Beer」のメーカーが増え、限定的な顧客をターゲットにした、個性的な経営・ビー

ルづくりを行っている。彼らが好んでつくっているのが、上面発酵ビールである。 

 →上面発酵ビールについて： 

  ドイツにおける新しい上面発酵ビールは、besonders Bier(特別なビール)というとらえ方をされている。 

その中でもサワービールはモダンなもののひとつである。 

最近のトレンドとしては、 

①ベルビー白ビールタイプ（ベルジャン・ホワイト）：コリアンダー、オレンジピールを添加 

②IPA：ホップのアロマが人気 

などがあげられる。いずれも、ドイツの伝統的な上面発酵ビールとは異なるタイプである 

  

【研究所の設備】 

・500L仕込み、250L仕込み、5L仕込みの設備がある 

・50Lの発酵タンクが 6本あり、各タンクで条件を変えられる実験設備もあった 

  

【その他】 

・ドイツでは、基本的にビール純粋令に則ったビール醸造が行われているが、例外もある。 

・純粋令で認められている以外の原料については、「地元で伝統的に造られている」などの理由があれば、 
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 申請することができ、承認されれば「ビール」として製造・販売することが可能となる（例えば、ベルジャン

ホワイトなど） 

 米（rice）はこの例外規定にはない 
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５．BRLO 醸造所（クラフトビール醸造社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録：鎌倉ビール醸造株式会社 對馬 一喜、今村 広太郎 

   JBA石川加筆 

 

■日   時 ：2019 年 11月 29日（金）13:20〜15:00 

■場   所 ：Craft beer Brewery / BRLO Brwhouse（www.brlo.de） 

■内   容 ：醸造所業務視察 

 

〇当醸造所は、ベルリン市内で 2014年に創業したブルワリーで、「クラフトビール」としては、ベルリ

ンで最初のものである 

〇場所はベルリン中心地、地下鉄 Gleisdreieck 駅から徒歩１分の好立地に位置している。 

〇外観は３８個の中古の船舶輸送用のコンテナをつなぎ合わせたもので、黒く塗装されており、存在感

を放っていた。 

〇工場にはレストランが併設され、開放的なテラス部分には、最大収容 600人の広さを誇る。テラス

は、近接する建造物がないため、開放的なロケーションであった。 

テラス席では、以前はホップを育てていた。現在は中断している。 

DBB の稿にも記載があるとおり、伝統的なビールの国であるドイツでも、「クラフトの風」が強

く吹きつつある。ドイツ全土の都市エリアを中心に、従来からの「ドイツの伝統」を踏襲したもの

とは異なる、新しいタイプのビールが続々と誕生しているのだ。 

新しいドイツの首都となったベルリンには、統一後の 1980 年代後半から小規模なレストラン併設

の醸造所が誕生していたが、2010 年代に「クラフトビール」という新しいコンセプトが登場する

と、市内・近郊に続々と新しい醸造会社が誕生した。 

新たに生まれたベルリンのクラフトビールの先駆となったのが、今回最初に訪問した BRLO 社

（2014 創業）である。 

BRLO 社のレストラン併設醸造所があるのは、「ベルリンの壁」からさほど遠くない旧西ベルリン

エリア。元々は工場や倉庫が多い地区だったのだが、この地でビール醸造とレストランをスタート

した BRLO は、今ではベルリンを代表する人気スポットの一つだ。ビールも、料理も、そして店の

雰囲気も「昔ながらのドイツのビア・レストラン」とは全く異なる。それが、若い世代を中心とし

たベルリンっ子たちのツボにはまったのだろう。店は夜になると連日満員。週末になると、ガーデ

ン部分まで客があふれている。 

新しい客層にターゲットを絞った、まったく新しいコンセプトに基づいたビール＆店づくりであ

ろうことは、今回の訪問でも改めて感じることができた。 

（石川智康） 

http://www.brlo.de/
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〇マーケティングの観点から、営業車には大きくロゴをあしらい、ブランドイメージの統一感を出して

いた。 

〇ビール工場のガイドツアーを積極的に行っている（週に 4回）。 

工場見学＋テイスティングのプログラムを実施している 

〇併設しているレストランでは、建物内部 100席程度プラステラス 600人程度収容可能である。それに

加えて料理人の選定に力を入れていて料理にも定評がある。 

〇ビールと料理のマリアージュコンセプトは、「野菜」だ。塩漬け、スモークなど多彩な野菜メニュー

を揃えている。 

〇創業者は３名おり、そのうちの一人で、訪問時に我々を案内してくれたカタリーナ ・クンツ氏は、

ドイツクラフトビール界の第一人者と言われる。事業構想は協働経営者と学生の時に立ち上げたとの

こと 

〇会社名の「BRLO（ベルロー）」とは、スラブ系の言葉で「沼地」を意味し、そのままの発音で読まれ

ている。 

〇ドイツのビールマーケットは、依然純粋例遵守の会社が大半だが、外からの新しいものを取り入れる

気風の強いベルリンなどでは、クラフトの風が吹きはじめている。ここ 10年くらいの話。 

 ベルリンには現在、40くらいのクラフトビール関連のプロジェクトが存在している。そのうちの約

15がビール醸造社で、あとはレストランやパブなどだ。 

 古くからの伝統的なビールが強いドイツでクラフトビールを浸透させていくのは容易ではない。しか

し、東西統一後の再首都化に同調する形で「新しいもの」が次々と作り上げられているベルリンは、

クラフトビール事業もやりやすい土地だと思われる 

〇創業当初は醸造設備を持たずに、他社の設備を借りて醸造していた。（3人の創業者のうちの一人がブ

ラウマイスター） 

〇工場を新しく建てるときはロケーションを一番に選定理由とした。いいロケーションで最適な物流が

展開できるように。そうすることで、ドイツの人々に新しいビール体験をしていただきたい、という

願いが込められている。 

〇工場は拡大の構想が既にあったため、最初の建設立地に定住するつもりは当初からなかった。よって

すぐに取り壊しが可能で、強度もそれなりにある現在のコンテナ活用の案が持ち上がった。結果的に

見栄えがクールであり評判は良かった。 

〇ドイツにはそれぞれの地方で、郷土料理があるが、それを中心の売りにはしたくなかった。ドイツに

はもともと料理を「シェア」する精神がない国民であり、自分の皿のものは自分のもの。という気風

がある国民性だ。その中で、野菜をシェアする形で提供する「攻め」の姿勢が感じられる。 

 

ビールについて 

〇製造しているビールラインアップは、定番８種類。 

〇レストランで提供しているドラフトは毎月変えているため、８〜１０種類に及ぶ。 

定番ビールの他に「コラボレーション」品種も存在する。 

〇現在、BRLO社の年間移出量は 1000キロリットル。 

このレストラン併設の醸造所では、レストラン用として樽詰めビールを年間 400kl製造。1 回の仕込
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みは 2kl。 

こことは別に、郊外にもう 1か所醸造所をもっており、そこでは外販用の瓶製品 600klをつくってい

る。瓶製品は、ベルリン市内の酒販店やデパート、スーパーマーケットなどでも販売している。少量

だが日本でも販売しているはずとのこと。 

なお、瓶詰製品はすべて「ビール純粋令」にのっとった材料・製法でつくているが、レストランで提

供する製品の中には、同法によらない「スペシャルビール」もある 

ノンアルコール飲料の製造も行なっている（健康志向を加味して） 

 

〇アメリカのヒップホップグループとのコラボレーションビールで、（合法の）マリファナ入りのビー

ルも製造したことがある。他にもアーティストとのコラボレーションビールを「コンセプト」から共

同で作り上げることによって、それが一つの作品になるという。 

〇SNSの活用に力を入れている。当初は Facebook であったが、今は断然 Instagram の方に力を注いでい

る。 

〇マーケティングの懸案事項は、ビールの販売価格だ。 

ドイツのビールは低価格で、伝統的な市販ビールは 1本 100円程度で買える店もある中で、今更値段

の高いクラフトなのかといった冷ややかな目線もある。コンセプトとしているビールの多様性をドイ

ツに広めたいと考えると多品種少量生産になってしまい、どうしてもコストに跳ね返ってくることに

なってしまう。 

ドイツ人は「食事」にあまりこだわらない国民性であるが故に、レストランを併設し、新しいレコメ

ンド（ビールと野菜）の仕方をすることで、ここでクラフトビールを飲む必然性が備わわるようにな

っていると言える。 

〇ドイツでビール醸造は「伝統的な職業」であり、創業から同じ品種を造り続けている醸造所が多数で

あり、「今更クラフトビール？？。自分たちのやっていること自体がクラフトだ」という考え方を持

っている伝統的醸造所が多い。 

〇DBB（ドイツ醸造者連盟）に所属することについて： 

DBBはドイツの大手が牛耳っている。そしてビール純粋令を堅守する気風もあるので、正直ドイツク

ラフトとしては方向性が異なる部分もある。しかし、「法的バックアップ」を受けられるメリットが

大きいため、所属している。また、DBBの技術的な研修プログラムに参加することもある 

 

（醸造所外観） 
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メニューボードには 20種類あまり 

１バッチ２キロ仕込み。（テイスティング時の様子） 
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モルト保管とミル室。この部屋が一つのコンテナ。 

 

 

レストラン二階からの眺め。天井が高く、開放的なつくり。 
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６．LEMKE 社（クラフトビール醸造社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録：宮崎ひでじビール株式会社 森 翔太 

 

□視察日：2019年 11月 29日（金曜日） 

□場所：LEMKE（ベルリンのクラフトビールブルワリー） 

 

＜視察目的＞ 

ベルリンでトップランナーのクラフトビールブルワリーのひとつである「LEMKE」のブルワリーを視察 

ドイツのクラフトビールブルワリーを視察することで日本のクラフトビールブルワリーとの違いや条

件、また市場をヒアリングする。 

 

＜視察内容＞ 

・LEMKE は実際に使用されている鉄道高架の下に設立されたクラフトビールブルワリー。 

・創業は 1999年 

・鉄道高架の下には複数の店舗が入っているが LEMKEでは 20区画を借り、その敷地内にレストラン・

醸造所・倉庫を構えている。 

・レストラン店内には依然使用していた仕込み設備を展示 

・商品数が非常に多く伝統的なドイツビールから IPA、ベルリーナヴァイセ等幅広く製造。 

Lemke 社もまた、ベルリンのクラフトビールの先駆的存在の一つである。 

 同社があるのは、旧東ベルリンを代表する繁華街・アレクサンダー広場に近い、鉄道の高架下で

ある。 

 高架の下にはビール醸造所とレストランがあり、現在、さらなる拡張を計画中だ。ほか、近くの

ショッピングモールと、やや離れたシャロッテンブルク宮殿近くにも、ビール醸造プラントを持つ

レストランがある。これらの店は、1980 年代に開業した会社を買収したものだ。 

 先に訪問した BRLO 社とは異なり、Lemke 社は「ドイツ風のビール」「ドイツ風の料理や雰囲気」

に重きを置いている。ベルリンの典型的な「地ビール」といえる「ベルリナー・ヴァイセ」をはじめ、

ピルスナー、ヴァイツェンなど「ドイツタイプ」がラインナップされているのは、そのあらわれであ

ろう。 

 となると、当然のように BRLO とは客層が異なってくる訳で、Lemke のレストランのターゲット

は「普通のベルリン人」なんだろうといった印象だ。実際、Lemke のレストランは午前中から営業し

ており、日中に行くと、地元のおじさん・おばさんがのんびりグラスを傾けているという、ドイツで

よくある光景を見ることができる。 

 同じクラフトビールの会社の「両極端」の比較が面白い。 

（石川智康） 
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・高アルコール商品も製造しており、木樽熟成を行っている。 

 →木樽熟成はある程度温度の安定した（常温）倉庫にて実施。 

  熟成期間は 3～9ヶ月 

  熟成させる商品はインペリアルスタウトなどの高アルコールスタイル 

  シェリー樽・ブランデー樽・ウイスキー樽を使用。 

  →それぞれのスピリッツアロマがビールに付与する。 

・仕込み設備は「SCHULZ」の 3.5KL スペック 

 →濾過時間は約 2.5 時間。 

  インペリアルスタウトは 5 時間。 

・年間製造量は、約 600KL 

・ベルリーナヴァイセを 4種類製造している。 

 →副原料を変えることで様々な味わいを演出。 

  ・チェリー香 

  ・杏仁豆腐のような香り 

  ・リンゴ臭 

  ・白ワインのよう 

→LEMKE で製造しているベルリーナヴァイセは純粋培養された乳酸菌を使用している。 

 →麦汁を仕込み設備で作成した後 150ｍ離れた別設備にて後工程を実施する。 

  ・発酵タンクは 6KL 

 

・酵母の純粋自家培養を行っている 

 →培養期間は 10日間。 

  培養方法は拡大培養 

  発酵期間は 5～6日 

・瓶詰機は 50年前の物を使用している。 

・ドイツではリサイクル瓶が多いが LEMKEで使用している瓶はすべて新瓶 

・ブルワリーツアーも実施している。我々の訪問は金曜日の夕方だったが、その時間のツアーにも大勢

の参加者がいた。 

・レストラン店内はうす暗い雰囲気。ドイツの古いビアホールによくある感じ 

・レストランのメニューは、伝統的なドイツ料理がメイン。「ソーセージ」とか「アイスバイン」とい

った、日本人にもなじみのありそうなものもある 

 



  JBA ドイツ視察２０１９ 

19 

©JBA 2020 

 

     LEMKE ロゴ                店内タップ 

 

     木樽熟成室            仕込み釜 

     

     発酵タンク室               酵母培養タンク 
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       樽洗浄・充填機               瓶詰機 

   

   瓶ビール冷蔵庫     LEMKE 製造「ベルリーナヴァイセ」4 種類 

 


