
【２０１６年度全国地ビール品質審査会　　入賞ビール・発泡酒一覧】　※順不同（審査順）

会社名 ブランド名 醸造責任者 ビール名 タイプ

1 横浜ベイブルーイング(株) 横浜ベイブルーイング 鈴木真也 ベイピルスナー ピルスナー

2 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 片伯部智之 YAHAZU ライトラガー

3 エチゴビール(株) エチゴビール 高橋健也 ピルスナー 下面

4 御殿場高原ビール(株) 御殿場高原ビール 鮎澤昌史 御殿場コシヒカリラガー ピルスナー

5 (株)ファーマーズ・フォレスト ろまんちっく村の地ビール
山下創
嶋田秀庸

麦太郎 ドルトムンダー

6 久米桜麦酒(株) 大山Gビール 岩田秀樹 ピルスナー ピルスナー

7 宮崎ひでじビール(株) 宮崎ひでじビール 片伯部智之 太陽のラガー ジャーマンスタイルピルスナー

8 御殿場高原ビール(株) 御殿場高原ビール 鮎澤昌史 ピルス ピルスナー

9 (株)協同商事 COEDO 小谷野宏 瑠璃 ピルスナー

10 合同酒精(株) 牛久シャトービール 角井智行 ヘレス ミュンヒナー・ヘレス

11 （一財）十和田湖ふるさと活性化公社 奥入瀬ビール 鈴木洋 ピルスナー ボヘミア

12 梅錦山川(株) 梅錦ビール 佐伯政博 ピルスナー ピルスナー

13 (有)福島路ビール みちのく福島路ビール 吉田真二 ピルスナー ピルスナー

14 呉ビール(株) 海軍さんの麦酒
佐々木雅治・増田裕
幸

ピルスナー ピルスナー

15 (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

16 (株)蔵屋鳴沢 反射炉ビヤ
阿久澤健志・山田・
森本

農兵スチーム カリフォルニアコモン

17 (有)福島路ビール みちのく福島路ビール 吉田真二 ザ・リッチビター ビエナラガー

18 盛田金しゃちビール(株) 盛田金しゃちビール 山口司・杉山元志
ミツボシビール
ウィンナスタイルラガー

ウィンナスタイルラガー

19 （一財）十和田湖ふるさと活性化公社 奥入瀬ビール 鈴木洋 ダークラガー ヨーロピアン

20 富士観光開発(株) 富士桜高原麦酒 宮下天通 ラオホ バンベルグスタイルラオホビア

21 黄金井酒造(株) さがみビール 飯塚栄治 さがみビール・ケルシュ ケルシュ

22 黄金井酒造(株) さがみビール 飯塚栄治 さがみビール・アルト アルト

23 小西酒造(株) konishiビール 辻巖 Osaka Bay Blues ベルジャン・ホワイト

24 オホーツクビール(株) オホーツクビール 阪内順逸 ヴァイツェン ヴァイツェン

25 親正産業(株) 猪苗代地ビール 菊地正久 ヴァイツェン へーフェヴァイツェン

26 横浜ベイブルーイング(株) 横浜ベイブルーイング 鈴木真也 ベイヴァイス ヴァイツェン

27 久米桜麦酒(株) 大山Gビール 岩田秀樹 ヴァイツェン ヴァイツェン

28 軽井沢ブルワリー(株) THE軽井沢ビール 渡邊春樹 ヴァイス ヴァイツェン

29 島根ビール(株) 松江地ビールビアへるん
谷勲
友田太郎

ヴァイツェン ヴァイツェン（ウィート）

30 富士観光開発(株) 富士桜高原麦酒 宮下天通 ヴァイツェン へーフェヴァイツェン

31 エイ・ジェイ・アイ・ビア(株) 箕面ビール 勝見健二 ヴァイツェン 上面タイプ／淡色

32 門司港レトロビール(株) 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・へーフェヴァイツェン

33 呉ビール(株) 海軍さんの麦酒
佐々木雅治
増田裕幸

ヴァイツェン ヴァイツェン

34 (株)信州東御市振興公社 オラホビール 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

35 (株)蔵屋鳴沢 反射炉ビヤ
阿久澤健志
山田・森本

早雲 アメリカン・ペールエール

36 盛田金しゃちビール(株) 盛田金しゃちビール
山口司
杉山元志

金しゃちプラチナエール

37 島根ビール(株) 松江地ビールビアへるん
谷勲
友田太郎

ペールエール ペールエール

38 (株)信州東御市振興公社 オラホビール 山越卓 オラホ　アンバーエール アメリカン・アンバーエール

39 麗人酒造(株) 諏訪浪漫麦酒 藤森和彰 信州浪漫ビール ペールエール

40 (株)二軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋麦酒
出口善一
金澤春香

ペールエール アメリカンスタイルペールエール

41 オホーツクビール(株) オホーツクビール 阪内順逸 エール アンバーエール

42 (株)協同商事 COEDO 小谷野宏 紅赤 アンバーエール

43 黄桜(株) 京都麦酒 宮部芳男 豊香のルビーエール エール

44 (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・アンバー

45 門司港レトロビール(株) 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

46 石川酒造(株) 多摩の恵 ペールエール ペールエール

47 (株)二軒茶屋餅角屋本店 伊勢角屋麦酒
出口善一
金澤春香

スタウト アイリッシュドライスタウト

48 エイ・ジェイ・アイ・ビア(株) 箕面ビール 勝見健二 スタウト 上面タイプ／濃色

49 網走ビール(株) 網走ビール 條将之 監極の黒 スタウト

50 (株)マルカツ興産 はこだてビール 高橋尚弘
社長のよく飲むビール
12ヶ月熟成

バーレイワイン


