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news release

さいたまスーパーアリーナ
公式キャラクター「たまーりん」

平成 30 年 8 月 27 日
日本最大級のクラフトビールの祭典！400 種類以上のクラフトビールがさいたまに集結

「2018 けやきひろば 秋のビール祭り」 いよいよ 9/5 から開催
～20 回目を記念した企画が盛りだくさん～

株式会社さいたまアリーナ（さいたま市中央区新都心 8 番地 代表取締役社長：加藤容
一）は、毎回多くの来場者で賑わう恒例イベント「けやきひろば 秋のビール祭り」を、9 月
5 日(水)～9 日(日)の 5 日間、さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナにて開催
いたします。
2009 年から始まり春秋年 2 回開催してきたこのイベントも今回は記念すべき 20 回目。
そこで今回は、
「20 回記念オリジナルビール」を販売いたします。26 社のブルワリー
が、開催 20 回目を記念してスペシャルなビールを造ってくれました。今回しか飲めないビ
ールが会場でご堪能いただけます。
他にも、
「ビールの達人が楽しく美味しく飲むための知識を、試飲や試食を交えながらご
紹介する体験セミナー（有料）の開催」、
「いろんなビールを飲み比べて味の違いを楽しもう！
限定バッジプレゼントキャンペーン」、「ガイドブック先着購入特典 20 回オリジナルステッ
カープレゼント」など、20 回を記念したイベント、キャンペーンを実施します。
けやきひろばビール祭りは、北海道から沖縄まで日本全国のブルワリーに加え、海外の
ビールを含む 90 店舗 400 種類以上のビールがラインナップする日本最大級のクラフトビー
ルイベントになりました。たくさんの種類を楽しみたい人におすすめの飲み比べセット
や、クラフトビール好きにはたまらない限定ビールも多数取り揃えています。ビールによ
く合うおつまみも充実し、全国各地の選りすぐりのフードも楽しめます。

【お問合せ先】株式会社さいたまアリーナ 企画課
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黒岩・鈴木 電話：048-600-3004

■けやきひろば秋のビール祭りの概要
（１）開催期間・日時

2018 年 9 月 5 日（水）16：00～21：30
6 日（木）～8 日（土）11：00～21：30
9 日（日）11：00～19：00
（２）開催場所 さいたスーパーアリーナ コミュニティアリーナ
（３）アクセス JR 京浜東北・高崎・宇都宮線「さいたま新都心」駅下車 徒歩 3 分
JR 埼京線「北与野」駅下車 徒歩 7 分
（４）入場料 無料
（５）出店数 78 ブース（90 店舗）
（６）座席数 予約席約 1,100 席／スタンディング 760 卓／ピクニックエリア
（７）Web サイト https://www.beerkeyaki.jp
（８）facebook https://www.facebook.com/beerkeyaki
（９）PassMarket 体験セミナー https://yahoo.jp/qQkF0I
予約席 https://yahoo.jp/iw-Q_1
（体験セミナー・予約席の PassMarket での販売は 8 月 28 日(火)23:59 まで）
（10）一般問合せ先 さいたまスーパーアリーナ 048-601-1122（10:00-18:00）

■ 株式会社さいたまアリーナ【会社概要】
会社名：株式会社さいたまアリーナ
所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心 8 番地
資本金：4 億 9,500 万円
設立年月日：平成 9 年 3 月 27 日
設立目的：「さいたまスーパーアリーナ」及び「けやきひろば」の事業管理及び管理受託
URL：https://www.saitama-arena.co.jp/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社 さいたまアリーナ

担当：黒岩（くろいわ）
・鈴木（すずき）

TEL：048-600-3004 FAX：048-601-1120 ●Email：kuroiwa@saitama-arena.co.jp
suzuki@saitama-arena.co.jp
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■20 回記念オリジナルビール情報

各ブルワリーが、けやきひろばビール祭り開催 20 回を記念して用意してくれたスペシャル
なビールを会場でご堪能ください。
※以下、一部を抜粋してご紹介いたします。
【6】所沢ビール（埼玉）
【ビール名】SORA - 限定 （12oz／500 円）
深いスモーク香と独特な甘さをご堪能下さい
山梨県勝沼市で最初に栽培され、今やその希少価値から幻のブドウと呼ばれる“アジロンダック”
の原木を使い、独自の技術でスモークしたビール。

【19】Belgian Beer Bar BARBEE'S（埼玉）
【ビール名】20 -twenty- （400ml／900 円）
20 種類のホップを使用した香り高いペールエール
第 1 回より 20 回連続出店のバービーズが送るメモリアルビール。10 年前に 10 店舗でスタートした
ビール祭りも、今や日本を代表するビールイベントになりました。この盛り上がりをブームで終わ
らせることなく、いつまでも文化として続いていくことを願って…。
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【26】サンクトガーレン（神奈川）
【ビール名】フレッシュホップ IPA（14oz／600 円

18oz／700 円）

摘みたてのホップを贅沢に使用した IPA
山梨県北杜市でスタッフが 8 月に手摘みしたホップを使った IPA。NE-IPA 並みの大量のホップを殆
ど加熱せずに投入することでホップ感を前面に出しつつ、ボディ（糖度）は限りなく軽く仕上げま
した。

【32】COEDO BREWERY（埼玉）
【ビール名】夏果 -Natsuhate- SAITAMA Beer Series

（300ml(予定)／500 円）

オール埼玉のジューシー＆ホッピーラガー
和梨の名産地埼玉県の梨と小麦を使い埼玉で仕上げたオール埼玉の、さいたまアリーナにエールを
贈るアニバーサリービール。東松山市産の梨をふんだんに使用したジューシーな IPL です。
Special Thanks to“BEER HUNTING URAWA”

【41】伊勢角屋麦酒（三重）
【ビール名】 Kurenai no Keyaki IPA ～紅の欅～

（12 オンス／500 円）

紅葉を思い起こさせる RED IPA
インパクトをもたせながらも伊勢角屋麦酒らしさを出しました。シトラホップを贅沢に使用、IPA
特有の華やかで猛烈な ホップアロマとモルトのコクが特徴です。IBU45 と苦すぎないためクラフト
ビールビギナーにもおすすめ。
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【48】宮崎ひでじビール（宮崎）
【ビール名】【限定】インペリアル・レッド・ボック
500 円）

（スモール／300 円

レギュラー／

5 種類の麦芽を使い縁起のよい「赤」を表現
けやきの歴史を麦芽の複雑で深い風味で表現。色味は主に新しい品種の麦芽「RED X」やカラレッ
ドモルトを用いています。麦芽由来の甘味、熟した果実やドライフルーツのような香りが特徴のラ
ガーです。

【49】Kyoto Brewing Co.（京都）
【ビール名】けやき限定醸造(名前未定)

（S／400 円

M／600 円

L／800 円）

酸味の効いた柑橘系の香り豊かなセゾン
けやきひろばビール祭りを記念に作ったさっぱりセゾン！ 酸味の効いたセゾンをベースに、柑橘
系のアロマと味わいをもたらすアマリロホップをふんだんに使用しました。20 回記念に乾杯！

【56】Y.MARKET BREWING（愛知）
【ビール名】be twenty （小／600 円

中／900 円）

お祭り気分を楽しめるホップわっしょい NEWIPA
過去に造った NE IPA よりもホップを増量！ ホップの香りや味を存分に楽しんでいただけます。
ドライホッピングに使用のホップは 20kg!! フラワリー＆トロピカル＆ジューシーな香りと味わい
をお楽しみください。
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【51】霧島酒造（宮崎）
【ビール名】KIRISHIMA BEER 紅茶のビール

（420ml／500 円）

女性にも飲みやすい香り高い琥珀色のビール
紅茶を用いたスペシャリティラガー。香ばしい麦芽風味と、ベルガモットを感じさせる優しい柑橘
の香りをお楽しみ下さい。

【59】OH!LA!HO BEER（長野）
【ビール名】松本ブルワリー×オラホビール コラボレーション ELDER SESSION WHEAT(エ
ルダー セッション ウィート)(仮)（スモール／300 円 ラージ／500 円）
ウィートエールにエルダーフラワーの香りを纏わせたドリンカブルなエール
今年醸造を開始した、
【松本ブルワリー】と【オラホビール】の初コラボレーション。エルダーフ
ラワーを使用した爽やかな香りが特徴的な飲みやすい軽快なエール!!是非、お試し下さい!!

【75】松江ビアへるん＆日本海アワビ（島根）
【ビール名】けやき スペシャルヴァイツェン
（スモール／300 円 レギュラー／500 円 ラージ／800 円）
3 種のホップを使用したスペシャルヴァイツェン
3 種類のホップ（シトラ・シムコ・モザイク）を贅沢に使用しました。ヴァイツェンらしい風味と
ホップのアロマが合わさり、トロピカルな感じのヴァイツェンに仕上がりました。通常のヴァイツ
ェンよりもライトな仕上がりで苦味もそこそこあります。松江ビアへるんは来年で 20 周年！色々
新しいことにチャレンジしていきます！
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【78】ろまんちっく村の地ビール（栃木）
【ビール名】

けやきピルス 2018

（12oz／500 円）

2018 年自社栽培ホップ使用「けやきピルス」
原料に栃木県産麦芽、お客様と収穫した自社栽培ホップをドライホップに使用しました。ホップの
華やかな柑橘香かおる、のどごし・キレのある味わいのピルスナー。飲んだ後にクリスピーな麦の
旨味が追ってきます。

【82】黄桜 京都麦酒（京都）
【ビール名】 京都麦酒 抹茶 IPA

（340ml／500 円）

抹茶とホップの苦味がベストマッチ！
「京都の黄桜らしいビール」を追求、生姜、桜、わさびなど、海外のクラフトビールファンも唸ら
せるアロマを考えた結果、
「抹茶」を選びました。抹茶の香りと IPA らしい飲みごたえのある苦味
を合わせています。

【84】鳴子温泉ブルワリー（宮城）
【ビール名】 シュワっとデリシャス

（S／500 円

L／700 円）

新生かつ贅沢！ デリシャストマトエール
宮城県大崎市で栽培された「市場には出回らない幻のトマト」と言われるデリシャストマト。普通
は糖度が 4、5 度に対して 7 度以上あるこのトマトを、通常の倍以上使いました。ほどよい甘味と
酸味のバランスをお楽しみください。
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■ビール体験セミナー
これを聞けばビールがもっと好きになる、日本のビア・シーンに長く関わってきた
「ビールの達人」が楽しく美味しく飲むための知識をご紹介します！
（１）日時
9 月 6 日(木)・7 日(金)
1. 12:30～13:15 ペアリング体験
2. 14:30～15:15 ホップ体験セミナー
3. 16:30～17:15 ペアリング体験
4. 18:30～19:15 ホップ体験セミナー
（２）料金

各回 2,000 円（当日券は 2,100 円）

(数種類のビールの試飲(ペアリング体験は試飲と試食)・公式ガイドブック代含む)
（３）場所

ビール祭り会場内 セミナーブース

（４）セミナー内容 1 (12:30～13:15／16:30～17:15)
ビールがますますおいしくなる！ペアリング体験
概要
「ビールと唐揚」の組み合わせは最高！それはなぜでしょうか？
ペアリングのコツや理由を知れば、ビールがますます楽しくなります。会場のビールとフードで理
解できるペアリング講座、ぜひ体験しにきてください。
体験できること
会場で提供しているビールとフードの組み合わせを用いたペアリング体験(数種類のビールの試飲
とフードの試食)
講師

野田 幾子 （一般社団法人ビアジャーナリスト協会副代表／ビアジャーナリスト）

2007 年発売のムック『極上のビールを飲もう！』シリーズ(エンターブレイン)を皮切りに、『ビア
びより』(KADOKAWA)、
『新しいクラフトビールの教科書』(dancyu 別冊)など、ビール関連記事の企
画執筆に携わる。現在、ビールのペアリングに特化した著・監修書『ビールのペアリングがよくわ
かる本』(シンコーミュージック・エンタテイメント)、監修したビアコミックエッセイ『恋するク
ラフトビール』(KADOKAWA)が大好評発売中。ビアイベント主宰、ビール／ペアリング講師、テレビ
番組企画協力、ビール関連共著書籍も多数。JCBA 認定ビアジャッジ、同ビアコーディネイター。
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（５）セミナー内容 2(14:30～15:15／18:30～19:15)
知って、触って、味わって！ホップをとことん楽しめる体験セミナー
概要
ホップといえばビールの苦味の元ですが、最近ではグレープフルーツやパッションフルーツのよう
な香りを持つホップも開発されるなど、多様な香りに熱い視線が注がれています。このセミナー
は、そんなホップのことを、見て、触れて、嗅いで、楽しみながら学べる体験型のセミナーです。
ぜひ遊びに来てくださいね。
体験できること
ホップを知ろう：まずは学んでみよう
体験(1)：ホップに触って、香りを比べてみよう
体験(2)：ホップを際立たせたビールを飲んでみよう
Innovative Brewer THAT'S HOP 絶妙の Mosaic&Citra
Innovative Brewer THAT'S HOP Nelson Sauvin の真髄
Innovative Brewer THAT'S HOP Polaris&Apollo の魔法
講師

新井 健司 （ジャパンプレミアムブリュー株式会社／マスターブリュワー）

2007 年サッポロビール入社。研究開発部門、九州日田工場での醸造担当を経験後、1 年間ドイツに
留学。帰国後、マーケティング部門を経て、ジャパンプレミアムブリュー社のマスターブリュワー
に就任。留学中に魅せられた日本生まれのホップ「ソラチエース」の商品化を 2016 年に実現し、
「Craft Label THAT'S HOP 伝説の SORACHI ACE」として発売。好評を博した。現在は、2017 年 10
月に立ち上げた新ブランド「Innovative Brewer」で、既存概念に捉われない新しいビールジャン
ル創造を掲げ、様々なビールづくりに挑戦している。
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■限定バッジ プレゼントキャンペーン
いろいろ飲んで限定バッジを GET しよう！

交換方法
１．会場内でレギュラーサイズ(300ml)以上のビールを買って飲もう
※飲み比べサイズは 2 杯でレギュラーサイズ 1 杯分としてカウント
２．レギュラーサイズの空カップを 5 杯分を重ねたらバッジをゲットする準備は完了！
３．対象期間内に本部近くの缶バッジ交換ブースで空カップと 20 回記念限定バッジを交換しよう♪
※交換できるバッジは 5 杯につき 1 つです。
・対象となるプラカップは、けやきひろば秋のビール祭りの会場で購入されたもの、ご自身または同グル
ープの方が購入されたものに限ります。
・プレゼントは数量限定です。無くなり次第、終了となります。
・プラカップ以外のゴミはこみステーションに捨ててください。ごみの分別にご協力をお願いします。
プレゼント対象期間
9/5(水) 17:00～20:30
9/6(木)～8(土) 12:00～20:30
9/9(日) 12:00～18:00
各日イベント開始 1 時間後～イベント終了 1 時間前まで
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■ビール祭り公式ガイドブック
400 種類以上あるビール祭りのビールの中から飲みたいビール選べてますか？
自分に合ったビールがきっと見つかる！情報満載のガイドブック。
20 回記念ビール情報や自分の好みが見つけられるビアチャート、お得なクーポンもたくさんついて、ビ
ールマニアも初心者も必読です！
今回の注目ブルワリーは人気の高い「宮崎ひでじビール」と「伊勢角屋麦酒」。読んで、買って、飲んで、
食べて、お得にビール祭りを満喫しよう！

掲載コンテンツ
・ビールの基礎知識 ─ビールの魂・ホップへの理解を深めよう─
・20 回記念限定ビール特集
・自分でつくるビアジャーナル
・ニッポンのクラフトビールブルワリー 01 伊勢角屋麦酒
・ニッポンのクラフトビールブルワリー 02 宮崎ひでじビール
・見た目と味わいで判断するペアリング
・好みで選べるビアチャート
・出店ブルワリー一覧
・出店ブルワリー情報
・索引／クーポン一覧
・チラシ設置ご協力店一覧
20 回記念先着特典
先行販売期間（8 月 25 日(土)～9 月 4 日(火)）またはビール祭り開催期間中にガイドブックをお買い求め
いただいた方の中で毎日先着 300 名の方(ご希望の方)に 20 回記念オリジナルステッカーをプレゼント！
ビール祭りは酔っぱらう前にガイドブックをよく読んでから参加するともっと楽しめますよ♪早めに買
ってお得に楽しもう!!
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