THE
ハニーアップルエール
ナイアガラエール
限定

すいかラガー

限定

余市りんごシードル

hokkaido brewing

ペアラガー

小樽市

ゆうばりメロンエール

5.0% 北海道余市産の りんご と はちみつ を使用したフルーツビールです。
自然のスッキリとした、
リンゴの風味が広がります。
5.0% 北海道余市産 白ぶどう
（ナイアガラ）を使用したフルーツビールです。
白ぶどうの爽やかな香りが広がります。
5.0% 北海道産すいかを使用したフルーツビールです。
夏を感じるスッキリとした飲み心地が特徴です。
4.0% 道内一の生産量の北海道余市産りんごで造った限定醸造のシードルです。
りんごの自然な甘みと香りが広がる優しい味わいです。
5.0% 北海道余市産 洋なし
（ブランデーワイン種）を使用したフルーツビールです。
洋なしの上品な甘さと香りが広がります。
5.0% 北海道を代表するフルーツ ゆうばりメロン を使用したフルーツビールです。
メロンの芳醇な香りが広がります。

Sorry... no information

BEER CELLAR SAPPORO

札幌市
ゴールデンエール

6.0% 柑橘を思わす華やかな香りと、
鮮烈な苦味。
ワールドビアアワードで 2 度の IPA 世界一。

湘南ゴールド

5.0% 同名の神奈川オレンジを丸ごと使用。
泡からゲップまでオレンジ風味が弾けます。

パイナップルエール

5.0% 約 600kg のゴールデンパインを使用した夏季限定フルーツビール。
口中にジュワッと広がるパイン風味。

マンゴー IPA
スイートバニラスタウト

6.5% マンゴー果実と大量のモザイクホップを使用した、
トロピカルな味わい。オーツ麦・小麦麦芽を使用し、
トロンと濃厚な
マンゴージュースのようなビールです。
6.5% 芳醇な黒ビールにバニラで香り付けした、
後味がバニラチョコのデザートビール。

限定

富士桜 DraftⅢ

6.5%

スッキリした黒ビール。
六本木の直営店での周年ビールなので一度だけの醸造になります。

限定

THE WEIZEN

5.5%

富士桜高原麦酒が監修して 5 つのブルワリーで飲み比べの為に醸造。

限定

ドラゴンモザイク 2017

7.0%

ヴァイツェンボックをベースにモザイクホップを使用したホッペンヴァイツェン。

限定

20th Anniversary Lager Summer 6.5%

富士桜高原麦酒 20 周年記念の限定ラガービール
（インディアペールラガー）

限定

20st Anniversary Ale Summer

6.5%

富士桜高原麦酒 20 周年記念の限定エールビール
（インディアペールヴァイツェン）

コラボ

ＯＫＩＴＥＹＡＢＵＲＩ

5.5%

コラボ

ゆず香り和イツェン

5.5%

20 周年を記念した箕面ビールとのコラボビール。
ビール純粋令を守り続けたが、
禁断のフルーツをついに解禁！
日曜日 1 本限定
20 周年を記念した志賀高原ビールとのコラボビール。
ヴァイツェンとホップの新たな出会いを夜露死苦！土曜日 1 本限定

限定

メルツェン 2018

6.0%

カラメルモルトをふんだんに使用し、
アルコール度数を少し高めにして通常より長く熟成させたラガータイプ。

限定

ラオホボック 2017

7.0%

スモークビール ラオホ をベースに、
モルトを贅沢に使用して長期熟成させたフルボディーのボックビール。

ヴァイツェン

バナナを思わせるフルーティな香味、
苦みを抑えたミディアムボディ
5.0% 大山Ｇビールのフラッグシップ。

ラオホヴァイツェン

「ヴァイツェン」
のスモーク版。
スモーク香とバナナ香が調和した珍しいスタイルのビール。
5.0% フラッグシップ
「ヴァイツェン」
の高アルコール版。
トロリとした濃厚でジューシーな深い味わいが特徴。
7.5% フラッグシップ
NZ 産ホップ
「ネルソンソーヴィン」
の白ワインを思わせる香りに、
スパイシーで爽やかな飲み口が特徴。
5.5% 大山版セゾン。

神奈川県

山梨県

5.0% コク・苦味・香り " エールビールの美味しさを決める 3 要素が誰をも魅了する黄金バランス。
サンクトガーレンで 1 番人気の定番ビール。

YOKOHAMA XPA

サンクトガーレン

富士桜高原麦酒

BEER LIST

ヴァイツェンボック
グランセゾン
シュヴァルツ
スモークドポーター
IPA
ウィートラガー
八郷
強吟

大山 G ビール

強力米ラガー 2017

鳥取県

セッション BPA2017
デュッベル 2017
ホワイト IPA2017
ヴァイエンホップ 2017
バーレーワイン 2016
ボック 2016

大沼ビール
七飯町

京都醸造
京都府

コラボ

ラガーらしいすっきりとした飲み口とほのかなホップの苦みが特徴。
5.0% 焙煎麦芽のほろ苦い風味に柔らかな味わい。
ホップは米国産
「コロンバス」
。
しっかりとした苦みが特徴。
6.0% 燻製麦芽を一部使用したほんのりスモーク香を感じる濃色エール。
シトラス様の香りと味わい、
刺激的で爽快な苦味が特徴。
6.0% 米国産を中心とした５種類のホップを使用したＩＰＡ。
「センテニアル」
由来の柑橘香、
小麦麦芽を使用した優しい口当たりと爽やかな飲み口のラガー。
4.5% 米国産ホップ
「山田錦」
を、
ベースとなる欧州産麦芽にブレンドしたエール。
7.0% 地元の方と協力して栽培・収穫した酒米
「強力」
を副原料として使用し、
清酒用吟醸酵母のみで醸した特別なビール。
7.0% 鳥取が誇る幻の酒米
鳥取の幻の酒米
「強力」
を副原料に使用した淡色ラガービール。
苦味の少ないクリーンな味わい。
5.0% ２０年記念醸造。
「エキノックス」
「カスケード」
を使用したセッションベルジャンペールエール。
キレのある爽やかなビールです。
4.5% 米国産ホップ
「バーブ・ルージュ」
使用。
ベルジャン酵母由来のスパイシーな香りが特徴の濃色高アルコールビール。
7.5% フランス産ホップ
アメリカ産ホップ
「シトラ」
をはじめ３種類のホップを使用した、
柑橘香味と苦みが特徴。
7.0% 小麦麦芽を使用した白いＩＰＡ。
生ホップならではの優しい柑橘系の香りと苦味が特徴のウィートエール。
6.0% 自家栽培の大山産・夏摘みたて生ホップを使用。
熟した果実の香りが豊かで熟成により絶妙なバランスを醸し出しています。
9.0% 毎年１本しか仕込まない高アルコールエール。

アメリカンアンバーエール 2015

長期熟成によってアルコール感と苦みと甘さのバランスがとれたレア樽。
6.5% 多種類の焙燥麦芽由来のロースト香味が特徴。
「ソラチエース」
を贅沢に使用したアンバーエールの３年熟成版。
工場ラスト１樽！
5.0% アメリカ産ホップ

ケルシュ

苦味抑えめでありながらトロピカルな香りが特徴的となっております。
微妙にマイナーチェンジしてます。
5.0% さっぱりとした淡色ビール。

アルト

5.0%

IPA

フルーティーでコクのある味です。
8.0% 麦芽の使用量を通常より 30％増したアルコール分約 8％の上面発酵ビールです。

スタウト

（黒エール）
です。
6.5% 少しアルコール高めのスタウト

Hazy apple tea ( 仮 )

5.0% 函館市隣町の七飯町のリンゴ
「レッドゴールド」
の果汁を使用して、
香りづけに紅茶の
「レッドアップル」
の茶葉も使用！
複雑な香りが特徴で、
紅茶由来の甘いようで苦味のある味わいがこれからの時期にピッタリのグイグイ飲めるエールです。

一期一会

6.0%

複雑な香りとドライな口当たり

一意専心

6.5%

華やかな柑橘系ホップ感とスパイシーな酵母感を組み合わせたベルジャン IPA

黒潮の如く

5.0%

ロースト感とベルギー酵母由来のフルーツ感がうまくまとまって、
味わいが深い飲み飽きしないスタウト

なごり雪

5.0%

ドライで飲み飽きしない小麦ビール

欧州の風

5.0%

京都のお水以外の原材料はすべてヨーロッパ産です。
バランスの良い商品

週休６日

4.5%

トロピカルで爽快なホップ感が特徴なセッションビール

夏の気まぐれ

4.0%

度数のわりにしっかりとホップが楽しめる仕上がり！独特なフルーツ感がたまらない

夕焼けの雫

5.0%

ハイビスカスとミカンの皮を使用。
爽やかな色合い！爽やかな味わい！

守破離

8.5%

強烈なアメリカンスタイルダブルＩＰＡ！シムコに特化したホップ爆弾

すっぴん

5.0%

深く考えずに楽しめる設計のブロンドエールで、
どんな場面にも合う！

酸周年

6.5%

祝う三周年！爽やかな酸味と柑橘系のホップで危険なほどジュースのような味わい！

夏しぶき

5.0%

ホップのみずみずしさが爽快な味わいを生み出す

黒鳥

7.0%

スワンレイクビールと念願のコラボで KBC 初のラガーが生まれた！

限定

ニセコビール
ニセコ町

コラボ

７APPLES ALE (7 種の林檎エール）

5.0% 北海道 壮瞥 ( そうべつ ) 町の 7 種の天然リンゴ果汁をふんだんに使った贅沢なリンゴのエール

白樺ピルスナー

5.0% 北海道 美深町の白樺樹液を水の代わりに全量使ったスッキリ、
ドライなピルスナー

ポーター 蝦夷

6.0% 北海道の山海の旨みを醸し出す黒ポーター、
北海道の鮭節、
昆布、
椎茸を使用。

ベルジャンエール 向日葵

5.0% オレンジの柑橘ほのかに香る小麦使用の淡色エール。
苦味が少なく飲みやすく夏にぴったりビールです。

IPL 接近遭遇 (プロトタイプ／限定）

6.0% 北海道上富良野に新しくできたホップコタン醸造とのコラボ。
冷凍生ホップの瑞々しさと高い IBU がビターなラガー

IPA 深雪 (MIYUKI)

5.0% ごくごく飲めるスッキリとした爽快 IPA. 柑橘系のホップの香りと苦味を抑えた飲みやすいエール

NEW ENGLAND IPA

「シュバリエ」
を使用したリッチな味わい。
ティーワイ定番のＩＰＡ
6.0％ モルティかつホッピー！ 英国産希少麦芽
6.0% Idaho7 と Jarrylo ホップを大量投入！ ジューシーでホッピーなニューイングランドＩＰＡ

Cream Melon Soda

7.0% ミルクシェイクＩＰＡにメロン果汁とヒュールメロンホップを使用。
これはまるでビールのクリームソーダ！

ゴールデンエール

しっかりとしたビターを楽しめる本格黒ビールです
4.5% インペリアルスタウト 焙煎された麦芽の深みとクリーミーなコク、

Mexican Lime Lager

暑い夏の季節にぴったり。
4.5% スッキリとしたラガーをベースにライム果汁をたっぷり絞ったビール！爽やかなライムの香りと味わいが、
4.5％ 京都与謝野町のフレッシュホップを使った爽やかなセッションＩＰＡ
6.5％ 湘南ビールとのコラボレーションビール！ ミルクシェイクＩＰＡに湘南の 27 Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒｓの
コーヒー豆を漬け込んだビールのカフェラテ！

インディアペールエール

.Y. ハーバーブルワリー
東京都

京都与謝野ホップ
コラボ

コーヒーミルク

ピルスナー

5.5% ハーヴェスト・ムーントップセールスを誇る定番ビール。

シュバルツ

4.5% コーヒーのようなロースト感が特徴の私たちのフラッグシップ！

エクストラスタウト

今がおいしい飲み時です。
7.0% 6 か月熟成させたスペシャル版。

ポーター

6.0％ 米国産と英国産ホップを絶妙にブレンドしました。

赤ぶどうのエール

香りは甘いがドライな味わい。
5.0％ コンコード種果汁を使用。

ハーヴェスト・ムーン

舞浜オレンジ

ホッピーでドライなフルーツビール。
5.0％ センティニアルが香る、

千葉県

ペールエール

マイルドな味わいでお食事によく合います。
5.0％ 英国産ホップ＆モルト使用。

ベルジャンウィート

さわやか。
4.5％ オレンジピールとコリアンダーを使用した小麦のビール。

2018 バーリーワイン

という意味です。
ハーヴェスト・ムーン１８周年記念ビール
8.0％ 大麦で造ったワインのような、

秋田美人のエール

5.0% ドイツ・アメリカ 2 カ国の良質ホップを惜しみなく使用したペールエールです。
5.0% 吟醸酵母とビール酵母との交配から生まれたフルーティなアロマ

あきた吟醸ビール
古代米アンバー
なまはげ IPA
ホッピーヴァイツェン
ヘイジーホワイト IPA

秋田あくらビール

東北魂的 IPA

秋田県

いわて蔵ビール
岩手県

IcyWind Double IPA

5.0% 古代米
（黒米）
を使用。
古代米でビールの色を出すため、
苦みが弱く、
すっきりした味に仕上げた。
6.0% ニュージーランド産の３種類のホップを使用したＩＰＡ
7.5% 2016 年、
秋田あくらビール 19 周年を記念して造ったホッピーヴァイツェンボック
6.0% シトラ、
シムコー、
モザイク３種類を使用したヘイジーＩＰＡ
6.0% 2018 年３月にリリースした東北魂ビールプロジェクト共同醸造。
秋田あくらビール Ver.
7.0% 秋田市内の飲食店周年ビール。
IBU80

コラボ

ショートサマーセッション NE- セッション IPA2017

コラボ

ショートサマーセッション NE- セッション IPA2018

3.5% ノースアイランドビール＋東北５ブルワリーが共同醸造したゴクゴク飲めるセッションＩＰＡ 2017Ver.
3.5% ノースアイランドビール＋東北５ブルワリーが共同醸造したゴクゴク飲めるセッションＩＰＡ 2018Ver.

JapaneseHerbAle 山椒

5.0% ホップの代わりに山椒を使用し、
柑橘系の香りを出したジャパニーズエール。
最後にちょっとツンときます

三陸牡蠣のスタウト
（Oyster Stout）

濃厚な黒ビールを醸造するオイスタースタウト。
コーヒーのような香りと旨みのあるスタウトです。
7.0% 牡蠣の殻と身を使用し、

ヴァィツェン

5.0% いわて蔵ビールの定番商品ヴァイツェン。
バナナやクローブのような香りのビールです。

ゴールデンエール

5.0% すっきりとした飲み口と少しマスカットを思わせる香りのホップを使用し、
金色のビールです。

イングリッシュ IPA

6.0% 伝統的なイングリッシュＩＰＡ。
華やかな香りよりもうまみとホップの苦さを楽しむＩＰＡです。

限定

たかたのゆめエール

限定
限定

アップルエール

という米とゆずを使用したエールビール。
香りゆたかで飲みやすいビールです。
限定1樽/1日です。
5.0% 「たかたのゆめ」
6.0% 三陸、
陸前高田市でとれるりんごを使用したリンゴのビールです。
限定 1 樽 /1 日です。

限定

ドクダミエール
（野草ビール）

5.0% パッションフルーツを使用したいわて蔵ビール夏限定のビールです。酸味と香が人気の限定ビールです。限定 1 樽 /1 日
ドクダミを使用してしまったビールです。
限定 1 樽です。
5.0% 日本スタイルをビールと考えているうちに、

限定

キャラメルエール

香料を使用せず、
モルトとお菓子の原料でキャラメル香をだしています。
限定 1 樽
5.0% キャラメルの香りのするビール。

KASUMI

4.5% 玉村本店の " 仙人 " の結婚を祝うビール。
ヘイジーなセッションＩＰＡです。

Back to Back

5.5% ヨロッコビールとのコラボビール。
一緒に収穫した葉山の夏みかんを手作業で仕込んだ特別なセゾン！

Blue Bird Day Saison

5.0% " 最高なスキー日和 " に飲みたい爽快なセゾンです！

ゆるブル Wheat

5.0% トロピカルフルーツや柑橘の爽快な香り。
小麦ならではの柔らかな口当たり。

Bramely Saison

5.0% 小布施町で栽培された英国産のリンゴ " ブラムリー " を贅沢につかったセゾン。

OKITE YABURI
Baby Blonde Miyama

5.5% 富士桜高原麦酒とのコラボビール。
富士桜流ヴァイツェンを志賀高原流のホップつかいで台無し (!?) にした
不純なヴァイツェンです !?
5.0% 自家栽培の酒米を使用した
「美山ブロンド」
の妹分。

Africa Pale Ale

5.0% ＩＰＡのやんちゃで爽快な弟分 !?

NEW ENGI-LAND IPA
SNOW MONKEY IPA SMBL2018ver.

6.5% バレンシアオレンジを思わせる柑橘系の香りに、
トロピカルで甘やかなフルーティーさが加わった、
みずみずしくジューシー柔らかな飲み口。
6.0% スペルトとオーツをつかったジューシーでありながらもドライな味わいの New England Style IPA。

志賀高原 IPA

6.0% 志賀高原ビールの看板商品です！

其の十

7.5% 酒米を使用した、
新しい日本のインペリアルＩＰＡです。

House IPA

最強です！
8.0% 志賀高原ＩＰＡの強力版。

Two Rabbits IPA

8.5% ニューイングランドとウエストコーストのいいとこ取りを目指したインペリアルＩＰＡ。

1t IPA

9.5% モルトを 1t 使ったトリプルＩＰＡ。
度数を感じさせないジューシーで
「あぶない !?」
飲み口。

1t IPA "Geisha"

9.5% 1t IPA に世界最高のコーヒー "Geisha" を加えたスペシャル版。

1t IPA Habanero

9.5% 1t IPA に " ハバネロマン " のハバネロを加えたスペシャル版。

コラボ

コラボ

志賀高原ビール
長野県

パッションウィートエール

W-IBA -MASAJI THE GREAT- "Guatemara El Injerto"
The Far East
Takashi Imperial Stout
IISS
コラボ

ECKHARDT

9.0% W-IBA に Guatemara のコーヒーを加えたスペシャル版。
13.0%

House IPA の強力バージョンを、
イチローズモルトの樽で熟成。
ウィスキーの香りと、
高アルコールの甘み、
「これは、
本当にビールなのか !?」
10.0% 志賀高原らしくホップもふんだんにつかった力強いインペリアルスタウト！
8.5%

12.0%

あの "ISS" の強力版！
Hair of the Dog とのコラボビール。
ライ麦の香りと味わいが度数の高い洋酒を思わせます。

よなよなエール

5.5%

しっかりと造り込まれたバランスの良いアメリカンペールエール。
樽生での味わいをぜひお試しください！

インドの青鬼

7.0%

6 種のアメリカンホップ由来のジューシーなアロマと強めの苦味がクセになるＩＰＡ！

僕ビール、
君ビール

5.0%

柑橘やハーブを思わせるホッピーで爽やかなセゾンタイプのビール。
高原の風を感じる爽やかな軽井沢限定のブロンドエール。
軽井沢産小麦
「ゆめかおり」
使用。

軽井沢高原ビール

ブロンドエール

5.0%

軽井沢高原ビール

夏季限定セッション IPA

4.5%

低めのアルコールと軽めのボディ、
贅沢に使ったアメリカンホップが華やかに香る夏にぴったりのビール。

C-IPA

7.0%

新技術で作られたホップを使用した、
フルーティでスッキリした味わいのＩＰＡ。
SCBF 限定！

ゴールデンエール

5.0%

スッキリと飲める上品な味わい・柑橘系ホップの爽やかな香り。

クラシックペールエール

5.5%

アーシーでモルティなイングリッシュペールエール

限定

駒ヶ岳エール

7.0%

夏季限定 柑橘アロマが香る淡色ストロングエール。

限定

改（甲斐）駒ヶ岳エール

10.0%

インディアペールエール

6.0%

ホップの華やかな香り。
落ち着いた苦みのＩＰＡ

アンバーエール

5.5%

苦味・甘味・香味・バランス◎

ワンダーバーレイ - 茜 -

8.5%

飲むほどに、
新しい出会い。
コクのハイアルコール

アルプスヴァイツェン

5.0%

夏季限定 ヴァイツェンの特徴的なアロマ。
クリーミーで柔らかな小麦のビール

デュンケルヴァイツェンボック

9.0%

ローストの香ばしアロマ、
コク深いハイアルコール黒ヴァイツェン

スパイス ブラウン

7.5%

シナモンとコーヒーの穏やかな余韻。
しっかりとしたコクのビール

スパイス コマガタケ

7.0%

ゆずが爽やかに香り、
紅茶のフレーバーと隠味に山椒のほのかなスパイシーさ

スパイス スタウト

6.5%

たっぷりアジアンスパイスを組み合わせ、
複雑な香りの濃厚黒ビール

アップルホップ

6.5%

信州リンゴを贅沢に使用。
リンゴの自然な味わいに仕上げました。

ブルーベリーホップ

6.5%

ブルーベリーの爽やかな色・香り・味わいが楽しめる。

ヤマソーホップ

9.0%

ヤッホーブルーイング

限定

長野県

限定

限定

南信州ビール
長野県

コラボ

月と太陽ブルーイング
札幌市

Y. マーケットブルーイング
愛知県

フルーツパーラー

限定醸造 駒ヶ岳エールを更に強化！淡色ストロングエール。
泥酔注意！

ヤマソービニオン果汁の芳醇な酸味・甘味・フレーバー
7.0% 「南信州ビール × 箕面ビール」
フルーツコラボ！りんごと桃のさわやかでやさしい味わい

陽は昇りまた繰り返す

6.19%

シングルモルト & シトラホップ使用！夏向きなゴクゴクラガー Part1

海の中から見た満月

5.04%

シングルモルト & ドイツホップ使用！夏向きなゴクゴクラガー Part2

Hop Concerto

4.98%

ソラチエースが他の 2 種のホップをひきたてるペールエール！まさにホップの協奏曲！

紅姫 - 改 -

6.56%

道産ビーツ使用のＩＰＡ！綺麗な紅色したホップの姫。

Summer Riot

6.16%

アシッドモルト使用で若干の酸味を表現。
夏にぴったりちょっぴり酸っぱいエール。

HEART BREAK W-IPA2018

8.13%

コリアンダーを大量に使ったエキゾチックな W-ＩＰＡ！

Cacao イン pact

4.98%

チョコレートモルト使用のビターチョコエール。
肉料理はもちろんスイーツにも◎

ラモザイク

5.5%
4.8%

チヌークボム
メイプルフュージョンスコッチエール

5.5%

子鬼の金棒
ほろ苦いおもひで

7.0%

NEW 鬼ヶ島㈼

7.6%

白組

4.8%

レトロスペクトカスケードエール

4.9%

でこっぱち

8.0%

ホップセダクションセッション IPA

4.7%

４スマイルペールエール

6.0%

サブロー IPA

5.8%

ナハトムジーク

9.5%

んちゃ！

4.5%

ホップモノクローム

4.9%

クレセントライト

5.7%

黄色悪魔

9.3%

I,Pa-

5.9%

トワイライトナイト

5.6%

ロイヤルレッド

5.2%

モ Jr.

4.0%

イヅツグレープフィールド

4.9%

デコリアン

7.6%

ブリリアントスカイペールエール

6.4%

ゴールデンコンビ

5.0%

7.5%

限定

NEW 湯煙 WIPA ヘイジーウイート IPA

6.5%

小麦麦芽・フレークドウィート・オーツ麦も使用し、
ホップはモザイク・シトラ・ビックシークレットをメインに使っています。
特徴的には、
フルーティーな香り豊かでジューシー。
ビックシークレットもいい感じですね。
NEW 大湯沼 IPA 比べると甘く、
小麦
の感じも有ると思います。

限定

NEW 大湯沼 IPA ヘイジー IPA

7.5%

フレークドウィート・オーツ麦・ライ麦も使用し、
ホップはモザイク・シトラ・アマリロ・シムコーをメインに使っています。
フルーティーな香り豊かでジューシー、
そしてまあまあ苦い！甘みがあまりない鬼伝説スタイルでもあります！

限定

鬼に腹巻 IPA

8.0%

シトラシングルホップで仕上げた 8% だけどドリンカブルな WIPA。
おなかを冷やすほど飲んで頂きたくサッポロビアフォレスト
に向け造りました。

限定

鬼のパンツ IPA

7.5%

アマリロをメインに、
モザイク・シムコー・シトラを使った香りも良く、
いつも通りドリンカビリティーの高い IPA だと思います。

限定

金鬼 SSS ペールエール モザイク Ver.

4.8%

シングルホップの S・セッションエールの S・特別醸造 スペシャルの S で SSS になります。

青鬼ピルスナー

5.0%

ザーツホップを中心に 3 種類のホップを使用し、
ちょっと苦いすっきりとした軽めの ピルスナーです。

金鬼ペールエール

5.5%

バッチごとに、
ドライホッピングに使用するホップを変えています。
アメリカンホップを 5 種以上ブレンド。

フランボワーズ

5.5%

フランボワーズピューレー使用し、
甘酸っぱく苦味が少ない飲み易い仕様です。
ウイートエールベース

シシリアンルージュトマト

6.5%

バジルとコリアンダー・トマト果汁を使用し、
イタリアンテイストな仕上がりになっております。

スイートストロベリー

6.5%

地元のイチゴを一部使用し、
程よい甘さと酸味・甘いイチゴの香りが心地よい。

赤鬼レッドエール

5.0%

ローストモルトを使用した赤褐色のレッドエール。
香ばしくドライなレッドエール。

プレミアムビール鬼伝説
登別市

Sorry... no information

伊勢角屋麦酒
三重県

うしとらブルワリー
栃木県

コラボ

濁りが落ちちゃった IPA

6.0%

百花繚乱 下面

6.5%

百花繚乱 上面と対になる IPL ！上面と下面の違いは酵母のみで、
モルトとホップは同一のレシピです。

百花繚乱 上面

6.4%

百花繚乱 下面と対になる IPA ！！上面と下面の違いは酵母のみで、
モルトとホップは同一のレシピです。

奥ゆかしセッション

4.8%

キレッキレのセッション IPA を造りました！

East Green Pale Ale

4.7%

うしとらのＩＰＡの中でも人気のある
「WestGreen IPA」
をベースとした、
スペシャルバージョンのペールエールです。

NE の様々な要素は満たしているのですが
「濁ってないじゃん」
と言われたくないので、
NE IPA であることは断固として否定いたしておきます。

ヨブの涙は蜜の味

9.2%

カナダのバンクーバーにある新進気鋭のブルワリー
【Parallel49】
と
【うしとら】
がコラボして作ったトリペルです！！

欲しがり屋さんの IPA

6.5%

6 種類のホップを使ったウェストコーストスタイル ＩＰＡです！

いいね！オフホワイト IPA

6.5%

小麦を使用した West

セゾン、旅に出る。

5.0%

アメリカンペールエールがテーマのセゾンです。

CoastStyle

IPA です。

▼つづき

うしとらブルワリー
栃木県

花見でいっぱい

5.0% このビールは、
とにかくゴクゴク飲んでもらいたい Session IPA です！

渋さ知らズ

6.5% 渋みを極限まで減らすべく、
とあるものを添加した IPA です。

いろは Extra PA

5.0% 造りはシンプルに、
ホップ感とクリスピーさを併せ持った Pale Ale。

まほろばウィート改

5.0% トロピカル＆ジューシーなウィートエール。

Lucky7 Session IPA

4.5% このビールを飲んだ皆様にラッキーが舞い込んでくることを願って。
。

駆け抜けてピルス

5.0% 辛口。
フィニッシュは、
口の中から何もなくなったかのようにクリーンです。

温故知新 IPA

7.0% Citra、Mosaic による果実を丸かじりしたようなジューシーなフレーバーがあり、
飲み疲れないバランス。

スモーキン・ビリー

5.5% クドすぎない燻製香と、
やわらかな甘み、
そしてやや強い苦みが特徴。

ヤバイダブル IPA

8.5% IBU がヤバいです。
アルコール度数もヤバめです。
口当たりはドライです。

手搾りブラッドオレンジ

4.5% ケトルサワー＋ブラッドオレンジの果汁により、
酸味とジューシーさが特徴のサワーエール。

THE WEIZEN

5.5% 全く同じレシピのビールを、
様々なブルワリーで作る試みの
「うしとら」
版

晩酌用ペールエール

5.5% ちょっぴり贅沢なこのペールエールで優雅なひと時をお過ごしください。

夏★しちゃってる Boy

5.0% 大量のパイナップルの果肉を漬け込み、
ジューシーでトロピカルなビール。

京都事変

5.0% 国内ではほとんど作られていない
「ゴーゼ」
。
塩を使ったサワーエールです。

限定

GreatBlue

限定

TropicalPink

4.5％ 夏の限定商品 青い大人のレモンスカッシュ とりあえずの一杯に
4.5％ 夏の限定商品。ピンクグレープフルーツを使ったトロピカルな味わい

アールグレイ
楓

Kaede

春待ちＮＥ−ＩＰＡ

城端麦酒

限定

小さいまさるＮＥ−ＩＰＡ
曳山Ｂｌａｃｋセゾン

富山県

俺の黒 2016
俺の味 2016
コラボ

湘南ビール
神奈川県

スワンレイク x 城端
imperialporter バレルエイジ

4.5％ 紅茶の代名詞アールグレイを使った箸休めな一杯
4.5％ ビアフォレスト初登場。カシス果汁を贅沢に使った爽やかな酸味が味わえる一杯
6.2％ 大阪ヒビノビアのオリジナルビール。樽で札幌で飲めるのはここだけ！
4.8％ 札幌で先行開栓。限定商品。優しい濁りとジューシーな味わい！
5.5％ ローストモルトの心地よい香りとセゾンイーストの爽やかな酸味が味わえる
10％ 年熟成のインペリアルポーター！熟成感ある味わいを是非。
10％ ２年熟成のインペリアルＩＰＡ．熟成感ある味わいを是非。
10％ スワンレイクビールとの初コラボビールのバレル 24 ヵ月 Ver 超限定

ピルスナー

5.0％ 爽やかなホップの苦味と香りモルト本来の温かみのある甘味が特徴のビールです。2 杯目に是非！

IPA アメリカンスタイル

6.0％ アメリカ産ホップが織り成す柑橘系の華やかなアロマが特徴。クリーンでくせになるホップの苦味をお楽しみ下さい。

限定

甘夏エール

5.0％ 【季節限定】甘夏らしいジューシーでみずみずしい甘みと、酸味が特徴です。甘夏に合うように柑橘系フレーバーの

限定

SAKURA

限定

TRIPLE IPA

限定

ゆずエール

5.0％ 【1 日 1 樽限定】ゆずの皮をひとつひとつ丁寧に向き二次発酵中に漬け込みました ゆず本来の華やかなアロマに
アメリカ産ホップを組み合わせることで、より強い柑橘香を引き出しました。

アンバースワンエール

5.0％ カラメル麦芽とアメリカンホップの柑橘系の香り苦味が特徴

ポーター

6.0％ 数種類のローストされた麦芽がホップの香りと苦味にバランスよく調和

越乃米こしひかり仕込み

5.0％ 新潟産コシヒカリ米を原料の二割使用したラガー

アガノセゾン

6.0％ 地元阿賀野市産小麦を原料の二割使用したセゾン

初夏のせせらぎ

5.0％ 京都醸造コラボビール！お米を使ったサワーエール

クリスタルエール

5.0％ 毎年進化するアメリカンウィートエール

コラボ

スワンレイクビール
新潟県
コラボ

3 杯目に飲んでみよう！

アメリカ産ホップを数種類ブレンドしました。余韻に残る苦味が全体を引き締めています。

GOSE

5.0％ 【1 日 1 樽限定】桜の葉の塩漬けを二次発酵中に加えることにより桜餅のようなアロマをさらに強化しました。余韻は塩味を長く感じる
ことが出来、柔らかな酸と相まって爽やかなビールに仕上げました。鼻から抜けていく優しい桜のフレーバーをお楽しみください。

11.0％ 【1 日 1 樽限定】アルコール度数 11％！！ホップはシムコー、モザイク、モトエイカーを贅沢に使用しています。柑橘やシトラス、トロ

ピカルフルーツのアロマとフレーバーが口いっぱいに広がり余韻も長く楽しめます。他のビールが薄く感じてしまうほどの圧倒的な飲
みごたえをお楽しみください。

ストロベリーダークセゾン

6.0％ イチゴの酸味が爽やか黒色ビール

ゴールデンスワンレイクエール

5.0％ クリアな味わい。普段お目にかからないレギュラービールが登場！

[Rogue] Cold Brew IPA

7.5%

[Rogue ]Hazelutely Choctabulous 5.7%

札幌市

5.5%

[SKA] Mandarina IPA

6.8% オレンジピール、みかんを使用マンダリーナババリアホップでドロイホッピング

[Caldera] Hells Lager

5.6%

[Caldera] Juicy IPA

5.5%

[Rogue] Hazel Nut Brown Nector

[Rogue] Honey Kolsch

W-IPA

ノースアイランドビール
江別市
限定

ベルジャンスタイルのファームハウスセゾン。200 ポンドのチェリーを使用し 14 ヶ月熟成。豊かなチェリーのアロマ
とデリケートなフルーティーさと酸味、ドライなフィニッシュ
ドイツスタイルの爽やかで軽めのラガー

無ろ過のジューシーな新しいＩＰＡ爽やかな飲み口でこの季節にぴったりの新しいＩＰＡをぜひ体験下さい。
6.0% 伝統的なヨーロピアンスタイルのブラウンエールにヘーゼルナッツを足したこのビール。香ばしく、ナッツの味と
風味が特徴的です。ローグ社のパックマン酵母がローグならでわの味を生み出します。
5.0% 自社で作ったはちみつで作るビールは一味違う。ローグファームはちみつコルシュをお楽しみください。

限定

HOPPY WEIZEN

9.0％ 通常の 2.5 倍のモルトとホップで仕込んだアルコール９％のストロングエール。
しっかりした苦味とふんだんに
使用したカスケードホップのアロマ。
5.0％ 定番のヴァイツェンにアメリカ産のホップを贅沢に使用した、
ホッピーでフルーティな限定ビール。
夏にぴったりのヴァイツェン。

限定

Thank You Ale

6.0％ 21 周年を記念して醸造したサワーエール。
サワーマッシュという製法で仕込んだ夏向けの酸味が爽やかな限定ビール。

（5 ヶ月熟成バージョン） 5.0％ 21 周年を記念して醸造した桃ヴァイツェン。
桃ヴァイツェン
シーズナルビールの中で一番人気の桃。
今回は 5 ヶ月熟成でぎゅっと
濃厚な味わい。
他のイベントにはほぼ出さない SCBF 用に 特別提供！
おさる IPA
6.0％ ５種類のアメリカンホップを使った淡色でキレの良いＩＰＡ。
香りと苦み、
全体のバランスを意識した準定番の人気ＩＰＡ

箕面ビール
大阪府

ローグのヘーゼルナッツプラウンとチョコレートスタウトのフュージョンで生まれた深い黒色を持ったスタウトです。
ローグファームズで自家栽培された５つのホップを使用。ホップからくる柑橘と松のアロマとフレーバーが特徴的で、
ローストされたモルトのフィニッッシュが楽しめます。

[Rogue] 5 Hop Black IPA

[Lompoc] Bang Bang Cherry Farm House 4.7%

えぞビール

Stumptown コーヒーとコラボレーションした水出しコーヒー IPA。

限定

ゆずホ和イト

限定

じゃばらこざる IPA

限定

パパざるラガー

限定

自分たちで収穫から加工まで手間も愛情もたっぷりの冬の限定ビール。
5.0％ 地元箕面産のゆずを使ったベルジャンホワイト。
今回は特別に SCBF 用にとっておきました！
4.5％ 夏の限定セッション IPA の
「こざる IPA」
にとても希少な柑橘
「じゃばら」
の皮を漬け込み、
アメリカンホップとの相乗
効果で柑橘感たっぷりのドリンカブル IPA。
こちらも特別バージョンです。
5.0％ 父の日に合わせて仕込む限定、
スタイルはダークラガー。
ビスケットの様な香ばしい風味と大人しいけれど後味の
コクがラガー好きにはたまらない限定ラガー。

I.P.A.

7.0% アメリカンホップをふんだんに使用した鮮烈な香りと苦味が特徴。ノースといえばコレ！

Weizen

5.0% 地元江別産小麦ハルユタカを使用したフルーティなビール。外飲みに最適！

Coffee Ale

5.0% 札幌のゲストハウス Ten to Ten Sapporo Station の 1 周年を記念したコラボビール。本イベント初開栓！！

屋外物販コーナーにて、イベントオリジナルグッズ 販売中！ ロッジ屋内 TRANSPORTER BEER WEB MAGAZINE オリジナルグッズも販売中！

