
シンプルで繊細な中にホップの
魅力凝縮。オレンジやマスカッ
トを思わせる香り、穏やかで軽
快な苦みは“きれいな味”という
表現がふさわしい黄金バランス
ビール。ゴクゴク飲めるおかわ
り率No.1。Alc4.8%

シンプルなイタリアン、
魚料理、お寿司と好相性

軽く焦がしたカラメルモルトを
用いた琥珀色のビール。しっか
りコク、しっかり苦味のパワフ
ルな飲み口。日本ではあまり造
られていない珍しいタプで、
ビール好きの人に特におススメ。
Alc5.2％

肉料理、カレー、エス
ニック料理と相性良

色から想像できない、まろやかで
優しい飲み口。濃厚なのにスルス
ル飲め“黒ビールは苦い”という常
識を覆す柔らかさ。コーヒーのよ
うな焙煎香とほろ苦さがゆったり
身体に染み渡る、中毒性を秘めた
黒ビール。Alc5.5％

チーズや卵料理、ビター
チョコ、お蕎麦と相性良

食前の乾杯や、サラダな
どの前菜に合わせて

普通のビールがまるで水！通常
比1.2倍の麦芽と2倍のホップが
もたらす、ワンにも劣らない
華やかな香りと、深い味わい。
少しぬるくなってきたときの表
情の変化も魅力的。Alc5.6％

料理と合わせずビールの
みをじっくりと

サンクトガーレン有限会社 〒243-0807 神奈川県厚木市金田1137-1 TEL：046-224-2317 FAX：046-244-5757
mail info@SanktGallenBrewery.com URL：http://www.SanktGallenBrewery.com Blog：地ビール会社で働く広報の日記

アイス、チョレートと
一緒にデザート感覚で

エスプレッソのように芳醇な黒
ビールにバニラで香り付け。ビ
ターチョコのような風味をもつ
“チョコレートモルト”を使用し
ているため後味はバニラチョコ
のようです。Alc6.5%

饅頭や羊羹、和菓子と
一緒にデザート感覚で

沖縄黒糖を使用した黒ビール。
泡までしっかり黒糖風味。泡を
飲むというより、食べる感覚で。
ベースの黒ビールは濃厚でまっ
たりしており、後口にはミネラ
ル感いっぱいの素朴な甘味がふ
わっと残ります。Alc6.5％

濁度0.0000の驚異の透明度を
誇るはまっこどうしを仕込水
に使用。通常比４倍のホップ
仕様。最高に香り高く、鮮烈
な苦味が特徴。余韻にまで残
る鮮烈なビター感がクセにな
る旨さです。Alc5.7％

ジャパン・アジア・ビアカップ06.09
銅賞/インターナショナル・ビア・コ
ンペティション05.06.09金賞,07銀賞

ジャパン・ビアカップ00金賞／インター
ナショナル・ビア・コンペティション
03.05,07.08銅賞,1999.06.09銀
賞,04金賞／モンドセレクション09銀賞

ジャパン・ビアカップ01金賞/ジャパン・アジ
ア・ビアカップ2006銅賞/インターナショナ
ル・ビア・コンペティション00.03.04.06金
賞,05.07銀賞/モンドセレクション08金賞

ジャパン・アジア・ビアカップ2004
銀賞,09金賞/インターナショナル・ビ
ア・コンペティション（国際ビール大
賞）2004.07.10銀賞

ジャパン・アジア・ビアカップ09銀賞
/ インターナショナル・ビア・コンペ
ティション08.10銅賞,09金賞/ モン
ドセレクション09銀賞

ジャパン・アジア・ビアカップ07.09銅
賞／インターナショナル・ビア・コンペ
ティション07 金賞,08銅賞／モンドセレ
クション08 銀賞,09銅賞,10金賞／ジャ
パン・ビア・フェスティバル東京 07来
場者人気投票1位

インターナショナル・ビア・コンペティ
ション（国際ビール大賞）2007金賞／
モンドセレクション2008,10銀賞

ほんのり焦がしたカラメルモ
ルトのコク深いビールに、焼
りんごとシナモンを合わせた、
ゕップルパ風味のビールで
す。コク深く、甘美な味わい。
食後のデザートビールにおス
スメです。Alc4.8％

アップルパイ、クッキー
などの焼き菓子と一緒に

湘南ゴールドは神奈川県が12年をかけて開発したオレ
ンジで、未だ県内でも入手困難な稀少品。 “まるで香
水のよう”と言われるほどの華やかな香りが最大の特徴
で、ビールには皮も果汁も果実を丸ごと使用し、その
魅力を余すことなく凝縮しています。

湘南ゴールドビールは発売初年の2008年から3年連続
で国際ビール大賞のフルーツビール部門でトップに輝
いた、いわば日本一のフルーツビールです。

神奈川オレンジ“湘南ゴールド”
を使用。瑞々しくジューシーな
風味が口中に弾けマーマレード
のような余韻が。飲んだ後の
ゲップまでオレンジ。某ビゕ
バー店長【蛇口から出て欲しい
ビールNo.１】認定。Alc4.8%

世界が認めた元祖地ビール屋 サンクトガーレン
国際ビール大賞3年連続最多メダル獲得★モンドセレクション最高金賞★
インターナショナル・ハイクオリティー・トロフィー受賞★
ブルワリー・オブ・ザ・イヤー2010受賞

インターナショナル・ビアコンペティション
フルーツビール部門08金賞・09金賞・10銀
賞（2010年は金賞不在のため実質トップ）

1回の仕込みには400個もの完熟パナップルを使用。
芯まで食べられれる甘く瑞々しいもののみを贅沢に
使っています。サンクトガーレンのフルーツビールは
果汁などの人工物は一切使用していません。生果実の
みを自分たちの手で加工して使っています。

オンラインショップ
http://sanktgallen.shop-pro.jp/
モバイルからもOK！QRコード

400個の完熟パンを使用した
フルーツビール。果実を切ると
ころから全て手作業。ほんのり
甘い泡、飲むとしっかりビール。
でもビールの芯はやっぱりパ
ナップル。Alc4.8％

インターナショナル・ビア・コンペ
ティション（国際ビール大賞）
2007.08銀賞,10銅賞

パナップルを切るところから全て職人による手作業
です。機械でストレスを与えながら切るのと、手で丁
寧に切るのとでは、香りの瑞々しさが違います。

お菓子のチョコは不使用。高温
焙煎した“チョコレート麦芽”で
ビターチョコのような色・香・
風味を表現しているバレンタ
ン限定ビール。フルボデゖの赤
ワンに匹敵する濃厚な飲み心
地。高ゕルコールのため2年間
の熟成が可能。Alc8.6％

ワン並ゕルコールを持ち、ワ
ンのように長期熟成する珍し
いビール。原料は通常のビール
と同じ。違うのは使用量の多さ
と、熟成時間の長さ。とろりと
蜜のように濃厚で官能的口当り
から「悪魔」の名が。Alc9.8％

ジャパン・アジア・ビアカップ2006金
賞.08銀賞／国際ビール大賞2007銀賞.08銅
賞／モンドセレクション2008最高金
賞,09.10金賞,2010インターナショナル・
ハイクオリティー・トロフィー

ジャパン・ゕジゕ・ビゕカップ2007銀賞／
ンターナショナル・ビゕ・コンペテゖション
（国際ビール大賞）2007銀賞,08金賞



上面発酵製法で造るエールビール

■ビール酵母は液面の上で活動する。
■高温(20度前後)で一気に(4日程度）発酵。
ビール酵母は高温で活動するほど果実のような香り成分
“エステル”を生成します。そのため、上面発酵製法で
造ったエールビールはフルーテゖーな香りに満ちたビー
ルになります。

下面発酵製法で造るラガービール

■ビール酵母は液面の下で活動する。
■低温(10度前後)でゆっくり(1週間程度)発酵。
下面発酵製法で造られたラガービールはすっきりとシン
プルな味わいのビールになります。

ワイン代わりに発展したエールビール

エールは寒冷で葡萄の栽培に適さない地域で、
ワン代わりに発展しました。エールの魅力はワンに劣らな
い豊かな香りと味わい。冷えているとき～少しぬるまったとき
の表情の変化も素晴らしく、合わせる料理によっても魅力が倍
増します。

水代わりに発展したラガービール

水道設備が整っていない昔、水代わりに飲める安心な飲み物と
して広く普及したのがラガービールです。ビールに夏のメー
ジが強いのはこのためで、キンキンに冷やしたラガーは暑い日
に喉の渇きを潤すのに最適です。日本のビールの大半は、ラ
ガービールです。

サンクトガーレンは当社社名で、当社が製造販売するビールのブ
ランド名でもあります。これはススのサンクトガーレン修道院
から頂いたものです。現存する記録で、世界で1番最初に醸造免
許を取得したのが同修道院。当社は日本で地ビール造りが許され
る前、本場ゕメリカで免許を取得してビール造りをはじめ、それ
が日本の地ビール解禁のきっかけとなりました。「海外ビールみ
たい」「覚えにくい」と言われてもこの名前は変えられません。
日本の地ビール“元祖”の志を忘れないために…。

サンクトガーレン名前の由来

サンクトガーレンのビールの特徴

ビールタンクの上部で
発酵するエールビール

ビールタンクの下部で
発酵するラガービール

ビールは製法の違いで大きく２つに分かれます。日本のスーパーやコンビニに並んでいる9割以上のビールは下面発酵製法によるラガービールですが、
当社のビールは全て“喉越し・キレ“よりも”コク・香り”を重視した上面発酵製法のエールビールです。

※当社ビールは全て要冷蔵です。必ず冷蔵庫で保管下さい。※新鮮なほうが美味しく楽しめますので、お早めにお飲み下さい。

＠SanktGallenSHOP
をフォローして下さい！

「サンクトガーレン」
でフゔンページ検索を

東日本大震災の被災者の皆様には心からお見舞いを申し上げます。

今回の震災において当社では何が出来るのかと考えました。
ビール屋はビール屋らしく、ビールで何か支援が出来ないものかと。

しかし被災地にビールを送る訳にはいきません。だから被災地のた
めのビールを造り、その売上を寄付することにしました。

このビールの売上40％を被災地復興のために寄付致します。

当社の造る上面発酵製法ビール「ALE」と、日本で声援の意味で使われる「YELL」は
カタカナ読みをすると同じ「エール」です。現在レギュラービールの「GOLDEN ALE」と
「AMBER ALE」をそれぞれ東日本大震災チャリテゖビール「GOLDEN YELL」「AMBER 
YELL」として販売中です。

最新情報はTwitter、Facebookでも！

サンクトガーレンは、全国で行われるビゕフェステゖバル（通称：ビゕフェス）に参
加します！日本屈指の地ビールを1度に試すことが出来るベントです。事前に入場
券購入が必要なもの（当日券の無いもの）がありますので、必ず主催者HPで詳細をご
確認の上、お出かけ下さい。

■【東京】 6/4-5 ジャパン・ビゕフェステゖバル東京2011
■【富山】 7/2‐3 タナバタビゕフェスタ☆トヤマ2011
■【大阪】 7/16-18 ジャパン・ビゕフェステゖバル大阪2011
■【福岡】 7/24 九州ビゕフェスタ2011 in 博多
■【名古屋】8/6-7 ジャパン・ビゕフェステゖバル名古屋First
■【岩手】 8/19-21 全国地ビールフェステゖバルin一ノ関
■【広島】 9/4          地ビールフェスタinひろしま2011
■【秋田】 9/10-11 クラフトビゕフェステゖバルinAKITA2011
■【横浜】 9/17-19 ジャパン・ビゕフェステゖバル横浜2011

夏のイベントスケジュール

日本人唯一！世界ランク3位
ｳｲﾝﾅｰ職人 厚木ﾊﾑ嶋崎洋平

大手ビールとは製法も味わいも対極のエールビールにこ
だわり続ける日本の最老舗地ビール会社サンクトガーレ
ンを率いる。TIMEやNEWSWEEKでも絶賛されたその
味は国際ビール大賞06-08の3年連続で最多メダルを獲
得し、モンドセレクション2008では初参加ながら全て
のビールがメダル獲得。うち1つが最高金賞に。

モンドセレクション最高金賞受賞
ビール職人 ｻﾝｸﾄｶﾞｰﾚﾝ岩本伸久

自社農場のSPF豚100％使用。国際食肉加工コンテ
ストIFFAウンナー部門で、日本人初の世界ラン
ク入りを果たす。フジテレビ「ザ・ベストハウス
123」では粗挽きウンナーが“ものスゴく美味し
いウンナー”の第1位に！

オンラインショップ
http://sanktgallen.shop-pro.jp/
モバイルからもOK！

夏のギフトシーズンがやってきました！

昨年、注文集中で早期に受注をストップした
一升瓶ビールは生産体制を強化。多くの注文
に対応できるような体制を整えました。

また、今年は新たに4本・3本・2本の小さめ
ギフトセットを充実させました。小さくても
味は本物。もっと気軽に、地ビールを贈り物
に頂けたら幸いです。

こちらは330mlの呑みきりサズです。ご予算に合わせて
2本・4本・6本・8本 ・ 12本セットがございます。

新郎新婦から【一升（一生）分の感謝
を込めて】、ゲストから【一升（一
生）幸せになりますように】の気持ち
を込めて。
＜実際のご使用例＞●式の最後に新郎
新婦から両親への贈呈品として
●キャンドルサービスの代わりに新郎
新婦がゲストに一升瓶ビールを注ぎ回
る「一升瓶サービングサービス」

湘南ゴールドというオレンジを使用し
た日本一のフルーツビール。オレンジ
の花言葉は「花嫁の喜び」。欧米の結
婚式にオレンジは欠かせないものです。
＜実際のご使用例＞●新郎から新婦へ
当日のサプラズとして花言葉の説明
とともにゲストに提供 ●新婦のご兄
弟からサプラズ演出として

パークブリュワリー 7/16-8/31＠パークハイアット東京

◆平日 18-20時（最終入店19時） ◆土・日・祝日、8/8-12
は17-19時（最終入店18時） ◆料金：2,800円
◆パークブリュワリー エールと甘夏エールをお好きなだけ、
シェフ特製ゕペタザープレートとともにお召し上がりいただ
けます◆問合せ：デリカテッセン 03-5323-3635


