
【全国地ビール品質審査会2021　入賞ビール・発泡酒】 2021/4/16(順不同)

出品No. 点数 会社名 ブランド名 醸造責任者 ビール名 タイプ

1 1 熊澤酒造株式会社 湘南ビール 筒井　貴史 アルト アルト

2 2 熊澤酒造株式会社 湘南ビール 筒井　貴史 シュバルツ シュバルツ

3 3 熊澤酒造株式会社 湘南ビール 筒井　貴史 IPAアメリカンスタイル アメリカン　スタイル　IPA

4 4 鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール 澤田　直人 鎌倉ビール　星 ペールエール

5 5 鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール 澤田　直人 鎌倉ビール　月 アルト

6 6 鎌倉ビール醸造株式会社 鎌倉ビール 澤田　直人 鎌倉ビール　花 ブラウンエール

7 7
GrandeLimite 株式会社（泉佐野ブ
ルーイング）

KIX BEER 許 校沿 KIX BEER PaleAle ペールエール

9 8
GrandeLimite 株式会社（泉佐野ブ
ルーイング）

KIX BEER 許 校沿 KIX BEER Dunkel デュンケル

10 9 NPO法人HEROES　（西陣麦酒） 西陣麦酒
林田貴志

中大路修平
室町セゾン スペシャルティセゾン

11 10 NPO法人HEROES　（西陣麦酒） 西陣麦酒
林田貴志

中大路修平
Sweet Ginger Ale ハーブおよびスパイスビール

12 11 NPO法人HEROES　（西陣麦酒） 西陣麦酒
林田貴志

中大路修平
柚子無碍 柚子ビール

14 12 エイ.ジェイ.アイ.ビア株式会社 箕面ビール 勝見　健二 箕面ビール　ペールエール アメリカン　ペールエール

15 13 エイ.ジェイ.アイ.ビア株式会社 箕面ビール 勝見　健二 箕面ビール　ヴァイツェン ヘーフェヴァイツェン

16 14 エイ.ジェイ.アイ.ビア株式会社 箕面ビール 勝見　健二 箕面ビール　ピルスナー ボヘミアンスタイル　ピルスナー

17 15 黄桜株式会社 黄桜　京都麦酒 宮部　芳男 ケルシュ ケルシュタイプ

18 16 黄桜株式会社 黄桜　京都麦酒 宮部　芳男 蔵のかほり 酒イーストビール

19 17 株式会社信州東御市振興公社
オラホビール
（OH!LA!HO BEER）

山越　卓 オラホ　ゴールデンエール ゴールデン、ブロンドエール

20 18 株式会社信州東御市振興公社
オラホビール
（OH!LA!HO BEER）

山越　卓 オラホ　アンバーエール アメリカンスタイル・アンバーエール

22 19
(株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワ
リー

スワンレイクビール 本田　龍二 ポーター ロブストポーター

23 20
(株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワ
リー

スワンレイクビール 本田　龍二 アンバースワンエール アメリカンスタイルアンバー

24 21
(株)天朝閣 瓢湖屋敷の杜ブルワ
リー

スワンレイクビール 本田　龍二 越乃米こしひかり仕込み ライスラガー

25 22 富士観光開発㈱ 富士桜高原麦酒 富士桜高原麦酒 宮下　天通 ヴァイツェン 南ドイツスタイルヘーフェヴァイツェン

27 23 富士観光開発㈱ 富士桜高原麦酒 富士桜高原麦酒 宮下　天通 ピルス ジャーマンスタイルピルスナー

28 24
株式会社 近鉄リテーリング　大和
醸造

大和醸造 伊木　孝司 はじまりの音　スタウト スタウト

29 25
株式会社 近鉄リテーリング　大和
醸造

大和醸造 伊木　孝司 はじまりの音　ペールエール ペールエール

30 26
株式会社 近鉄リテーリング　大和
醸造

大和醸造 伊木　孝司 はじまりの音　セゾン セゾン

31 27 有限会社　福島路ビール
みちのく福島路ビー
ル

吉田　真二 AMERICAN　IPA IPA

33 28 有限会社　福島路ビール
みちのく福島路ビー
ル

吉田　真二 林檎のラガー フルーツビール

35 29 水口酒造株式会社 道後ビール 安井　亮二 道後　オレンジエール(カラマンダリン) フルーツビール

36 30 合同会社ナカタ まめまめびーる 中田　雅也 あかまめまめ アメリカンスタイルレッドエール

37 31 合同会社ナカタ まめまめびーる 中田　雅也 しろまめまめ ハーブ・スパイスビール

39 32 門司港レトロビール株式会社
門司港地ビール工
房

峯松 幸之助 ヴァイツェン 南ドイツスタイル ヘーフェヴァイツェン

40 33 門司港レトロビール株式会社
門司港地ビール工
房

峯松 幸之助 ペールエール イングリッシュスタイルペールエール

41 34 門司港レトロビール株式会社
門司港地ビール工
房

峯松 幸之助 サクラビール アンバーラガー

42 35 吉乃川株式会社 摂田屋クラフト
中川　正義
登山　匡章

摂田屋クラフト ペールエール ペールエール

43 36 吉乃川株式会社 摂田屋クラフト
中川　正義
登山　匡章

摂田屋クラフト ヴァイツェン ヴァイツェン

44 37 梅錦山川株式会社 梅錦ビール 佐伯　政博 ピルスナー ピルスナー

46 38 八海醸造㈱　猿倉山ビール醸造所 RYDEENBEER 上村　太一 RYDEENBEER PILSNER ジャーマンスタイル・ピルスナー

47 39 八海醸造㈱　猿倉山ビール醸造所 RYDEENBEER 上村　太一 RYDEENBEER　IPA アメリカンスタイル・IPA

48 40
鈴廣かまぼこ株式会社　箱根ビー
ル醸造所

箱根ビール 廣田　覚 箱根ピルス ミュンヒナースタイル・ヘレス

49 41
鈴廣かまぼこ株式会社　箱根ビー
ル醸造所

箱根ビール 廣田　覚 小田原エール イングリッシュスタイルブラウンエール

50 42
鈴廣かまぼこ株式会社　箱根ビー
ル醸造所

箱根ビール 廣田　覚 風祭スタウト エクスポート・スタウト

51 43 宮下酒造株式会社 独歩ビール 伊藤　泰信 シュバルツ ジャーマンシュヴァルツ



52 44 宮下酒造株式会社 独歩ビール 伊藤　泰信 ヴァイツェン ヘーフェヴァイツェン

53 45 宮下酒造株式会社 独歩ビール 伊藤　泰信 ピルスナー ジャーマンピルスナー

54 46 株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 園田　智子 ピルスナー ドルトムンダー

55 47 株式会社イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン 園田　智子 ペールエール イングリッシュスタイル

56 48 島根ビール株式会社 松江ビアへるん
谷　勲

友田　太郎
松江ビアへるん　ペールエール アメリカンスタイル・ペールエール

57 49 島根ビール株式会社 松江ビアへるん
谷　勲

友田　太郎
松江ビアへるん　ピルスナー インターナショナルスタイル・ピルスナー

58 50 島根ビール株式会社 松江ビアへるん
谷　勲

友田　太郎
松江ビアへるん　ヴァイツェン 南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン

60 51
南信州ビール株式会社　駒ヶ岳醸
造所

南信州ビール
伊藤　陽洸
丹羽　隆

IPA-KOMAGATAKE CASK FERMENTED- 木樽熟成ビール

61 52
南信州ビール株式会社　駒ヶ岳醸
造所

南信州ビール
伊藤　陽洸
丹羽　隆

ヤマソーホップ フルーツビール

62 53 ウッドミルブルワリー・京都
ウッドミルブルワ
リー・京都

辻本　大和 はっさくホワイト ベルジャンスタイルフルールビール

63 54 ウッドミルブルワリー・京都
ウッドミルブルワ
リー・京都

辻本　大和 ペールエール イングリッシュスタイルペールエール

64 55 マツヤ株式会社 京都町家麦酒 三好　ちづ子 京都町家麦酒かるおす ケルシュ

66 56 マツヤ株式会社 京都町家麦酒 三好　ちづ子 京都平安麦酒くろおす ドライスタウト

67 57 株式会社松本ブルワリー 松本ブルワリー 勝山　拓海 MATSUMOTO Session IPA セッション・インディア・ペールエール

68 58 株式会社松本ブルワリー 松本ブルワリー 勝山　拓海 MATSUMOTO Traditional Bitter スペシャルビターまたはベストビター

70 59
有限会社アイエヌインターナショナ
ル(六甲ビール醸造所)

六甲ビール
中島　学

大渕　拓也
鶴田 勇人

SAISON セゾン

71 60
有限会社アイエヌインターナショナ
ル(六甲ビール醸造所)

六甲ビール
中島　学

大渕　拓也
鶴田 勇人

WHITE “DAIDAI” ALE ホワイトエール

73 61 OIRASE Brewery 奥入瀬ビール 鈴木　洋 ピルスナー ボヘミアン

74 62 OIRASE Brewery 奥入瀬ビール 鈴木　洋 ヴァイツェン ヴァイツェン

75 63 OIRASE Brewery 奥入瀬ビール 鈴木　洋 ダークラガー ミュンヒナーデュンケル

76 64 宮崎ひでじビール株式会社 宮崎ひでじびーる 片伯部　智之 新九州ラガー IPL

77 65 宮崎ひでじビール株式会社 宮崎ひでじびーる 片伯部　智之 月のダークラガー シュバルツ

78 66 宮崎ひでじビール株式会社 宮崎ひでじびーる 片伯部　智之 森閑のペールエール アメリカン・ペールエール

79 67 株式会社カナデル
ヒロシマネイバリー
ブルーイング

ワーソップカール レモブル GO HIROSHIMA フルーツゴールデンエール

80 68
霧島酒造株式会社 (霧の蔵ブルワ
リー)

KIRISHIMA BEER 牧　一博 KIRISHIMA BEER AMBER アメリカンスタイルアンバーラガー

81 69
霧島酒造株式会社 (霧の蔵ブルワ
リー)

KIRISHIMA BEER 牧　一博 KIRISHIMA BEER STOUT
クラッシックアイリッシュスタイルドライスタ
ウト

82 70 小西酒造株式会社 KONISHI ビール 辻　巌 KONISHI ITAMI BEER　ジャパンエール　ホワイト ベルジャン　ホワイト

83 71 小西酒造株式会社 KONISHI ビール 辻　巌 KNISHI ITAMI BEER ジャパン エール ブラック スタウト

84 72 盛田金しゃちビール株式会社
金しゃちビール／ミ
ツボシビール

山口　司
杉山　元志

金しゃち名古屋赤味噌ラガー フリースタイルダークラガー

85 73 盛田金しゃちビール株式会社
金しゃちビール／ミ
ツボシビール

山口　司
杉山　元志

金しゃちビール 青ラベル〈ピルスナータイプ〉 ジャーマンスタイル・ピルスナー

86 74 盛田金しゃちビール株式会社
金しゃちビール／ミ
ツボシビール

山口　司
杉山　元志

ミツボシビール　ヴァイツェン ヴァイツェン

87 75 黄金井酒造株式会社 さがみビール 飯塚　栄治 さがみビール　スタウト スタウト

88 76 黄金井酒造株式会社 さがみビール 飯塚　栄治 さがみビール　ホワイト ベルジャンホワイト

89 77 壽酒造株式会社 國乃長ビール
富田　祐介
島﨑　雄也

貴醸ゴールド オリジナルゴールデンエール

90 78 久米桜麦酒株式会社 大山Gビール 岩田 秀樹 ヴァイツェン ヴァイツェン

91 79 久米桜麦酒株式会社 大山Gビール 岩田 秀樹 ピルスナー ピルスナー

92 80 久米桜麦酒株式会社 大山Gビール 岩田 秀樹 スタウト スタウト

93 81 浜地酒造株式会社 杉能舎ビール 浜地　真太朗 白ビール 酵母入り ライトアメリカン・ウィートビール

98 82 大雪地ビール株式会社 大雪地ビール 山崎　俊至 黒岳 ドッペルボック

101 83 那須高原ビール株式会社 那須高原ビール 野田　良平 スコティシュエール スコットランドタイプスコティシュエール

102 84 網走ビール株式会社 網走ビール 條　将之 ABASHIRI White Ale ベルジャンホワイト

103 85 網走ビール株式会社 網走ビール 條　将之 ABASHIRI Golden Ale ゴールデンエール

104 86 網走ビール株式会社 網走ビール 條　将之 流氷ドラフト ローモルトビアー

105 87
株式会社協同商事（COEDO クラフ
トビール醸造所）

COEDO 小谷野　宏 漆黒 ブラックラガー

106 88
株式会社協同商事（COEDO クラフ
トビール醸造所）

COEDO 小谷野　宏 毬花 セッションIPA

107 89 株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 ピルスナー ボヘミアンピルスナー

108 90 株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 ヴァイツェン ヘーフェヴァイツェン

109 91 株式会社横浜ビール 横浜ビール 深田　優 道志の湧水仕込み ケルシュ

出品数４６社１０９点（前年度４５社１０６点、前々年度４７社１１０点）　　入賞数４１社９１点(前年度分析のみ、前々年度４５社９１点)

★最優秀賞：門司港レトロビール株式会社　「ヴァイツェン」


