
国 醸造所 商品名 スタイル

1 ドイツ レーベン レーベンブロイ ピルスナー
2 イギリス バス バスペールエール ペールエール
3 ベルギー アルトワ ステラアルトワ ピルスナー
4 ベルギー ヒューガルデン ヒューガルデンロゼ フルーツ
5 ベルギー ヒューガルデン ヒューガルデンホワイト ホワイト
6 ベルギー レフ レフブロンド アヴィイ
7 ベルギー レフ レフブラウン アヴィイ
8 ベルギー レフ レフラデュース アヴィイ
9 ベルギー レフ レフヴィエーユキュヴェ アヴィイ

10 ベルギー デュベルモルトガット ヴェデットホワイト ホワイト
11 ベルギー ブーン ブーンクリーク フルーツ
12 ベルギー ブーン ブーングース ランビック
13 ベルギー オルヴァル オルヴァル トラピスト
14 ベルギー デュベルモルトガット ヴェデット　ＩＰＡ ＩＰＡ
15 ベルギー デュボック セゾン1858 セゾン
16 ベルギー ヘットアンケル グーデンカロルスクラシック スペシャル
17 ベルギー ヴェルハーゲ ドゥシャスデブルゴーニュ レッドビール
18 ベルギー リーフマンス リーフマンス フルーツ
19 ドイツ ヴァルシュタイナー ヴァルシュタイナー ピルスナー
20 ベルギー デュベルモルトガット デュベルトリプルホップ ゴールデン
21 ベルギー デュベルモルトガット デュベル ゴールデン
22 ドイツ プランク エクスポートデュンケル デュンケル
23 ドイツ プランク ピルザール ピルスナー
24 ドイツ クルーリパブリック ミュニックイージー ゴールデン
25 ドイツ クルーリパブリック ファウンデーション11 ペールエール
26 ドイツ クルーリパブリック 7：45エスカレーション ダブルＩＰＡ
27 ドイツ クルーリパブリック デトックス セッションＩＰＡ
28 ドイツ クルーリパブリック Ｘ2.1 バーレーワイン
29 ドイツ クルーリパブリック ドランクセイラー ＩＰＡ
30 ドイツ クルーリパブリック ラウンドハウスキック ＩＰＡ
31 イギリス ブリュードッグ パンクＩＰＡ ＩＰＡ
32 デンマーク ミッケラー ミッケルズドリーム ピルスナー
33 デンマーク ミッケラー ディセプションセッションＩＰＡ ＩＰＡ
34 ニュージーランド トゥアタラ アウトリガーパシフィックエール ペールエール
35 イギリス Bｒ　ｂｙ　No エクスポートスタウト スタウト
36 デンマーク ジプシーインク ソフトフォーカス アメリカンウィート
37 ベルギー ブラッセルズ グロスバルサ ホワイト
38 ベルギー レジェンド デュカシス フルーツ
39 ベルギー セントベルナルデュス セントベルナルデュスアブト アヴィイ
40 イギリス ウィッチウッド ホブゴブリン ダーク
41 イギリス フラーズ フラーズロンドンプライド ペールエール
42 シンガポール タイガーゴールドメダル ラガー
43 ベルギー ブリュノオ ブリュノオ　ビオ　ブロンシュ ホワイト
44 チェコ プラハプレミアムピルス ピルスナー
45 アメリカ ラッキーバケット スプリングブレイクセゾン セゾン
46 アメリカ スマッティノーズ オールドブラウンドッグ ブラウン
47 アメリカ スマッティノーズ ショールズペールエール ペールエール
48 アメリカ エピック ブレインレスオンラズベリー フルーツ
49 アメリカ レフトハンド ミルクスタウトナイトロ スタウト
50 アメリカ ラッキーバケット レイヤバウトペールエール ペールエール
51 アメリカ ストーン ストーンＩＰＡ ＩＰＡ
52 アメリカ ニューベルジウム アキュミレーションホワイトＩＰＡ ＩＰＡ
53 アメリカ ラグニタス リトルサンピンサンピン ホッピーウィート
54 アメリカ ビアリパブリック レッドロケットエール レッドエール
55 アメリカ バラストポイント ビッグアイ ＩＰＡ
56 日本 石川酒造 東京ブルース セッションエール
57 日本 サンクトガーレン 湘南ゴールド フルーツ

せきや夏の試飲会2016　出品予定リスト



58 日本 サンクトガーレン パイナップルエール フルーツ
59 日本 木内酒造 常陸野ネストセゾンドゥジャポン セゾン
60 日本 木内酒造 常陸野ネストラガー ラガー
61 日本 梅錦山川 アロマティックエール ストロング
62 日本 COEDO COEDO　白 ヴァイツェン

63 日本 八海酒造 泉ビール アルト アルト


