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レーベンブロイ 

ミュンヒェン ドイツ 

 

レーベンブロイは麦芽

とホップ、水のみで作

り、副原料を使用しな

い、伝統的ミュンヘン

ビール。オクトーバー 

フェストに参加できる 6

社の一つ。海外でのラ

イセンス生産を早くか

ら開始、アメリカではミ

ラーが発売、（ローワン

ブロー）、日本ではアサ

ヒ ビ ー ル が 行 っ て い

る。 

 

 

            

レーベンブロイ 

オクトーバーフェスト 

ミュンヒェン  ドイ

ツ 

 

オクトーバー フェストは

１９１０年以来、９月末

から１０月にかけて１５

日間ミュンヘンで行われ

る、世界最大のビール

の祭典。６００万人が参

加するといわれている。

（そのうち１５％は国外

の観光客である。） レ

ーベンブロイは麦芽とホ

ップ、水のみで作り、副

原料を使用しない伝統

的なミュンヘンビール。 

 

ピルゼン  

ウルクエル 

ピルゼン チェコ 

 

１８４２年、チェコ ピル

ゼン地方で醸造され、

いわゆる「ピルゼン ビ

ア」の嚆矢である。アメ

リカ風のビールに比べ

て、コクがあり、アルコ

ール度数はやや弱い。

サーツと呼ばれる最高

級ホップが利いている

のが特徴である。現在

はミラーグループに属

す。 

 

ベーレンビア 

シュロス醸造所 

ベルリン ドイツ 

 

ドイツのビール会社は

１，５００にも上るとい

われる。その有り様

は、わが国の清酒蔵

元と似ている。テディ

ベアを商標に持つビ

ールは，アメリカ、日

本では殆ど考えられな

いが、ドイツビールに

は，子供や動物がし

ばしば使用される。 

４１－Ｄ１86 Lowenbrau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ００２ October Fest ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ０１１  Ｐｉｌｓｎｅｒ Urquell ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ０１４ BarenBier ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ホルステン 

ドイツ 

 

１８７９年、ハンブルグ

に設立。ペール・ラガ

ー「ホルステン ピルス

ナー」で知られる。１８

００年代より英国で販

売を行っていたが、１

９ ８０ 年 の中 ご ろに

は、英国のトップブラ

ンドとして君臨した。 

 

 

ホルステン 

ドイツ 

 

１８７９年、ハンブル

グに設立。ペール・ラ

ガー「ホルステン ピル

スナー」で知られる。１

８００年代より英国で

販売を行っていたが、

１９８０年の中ごろに

は、英国のトップブラ

ンドとして君臨した。 

 

 

 

 

ハイネケン  オランダ 

 

１８６３年へラルド ハイネケンが設立したビール会社。世界

１７０カ国以上で販売され、世界第２位のシェアーを持つ。

日本ではキリンホールディングスとの合弁会社、ハイネケン 

ジャパンを通じ販売している。 

 

シュルサイス 

ドイツ 

 

１９２０年、シュルサイ

ス 醸 造所 とベル リン 

キンデル醸造所は合

併、ベルリナー キンデ

ル、シュルサイスの両

銘柄を発売。グループ

は現在エトカー グルー

プに再編された。 

４１－Ｄ217  Holsten  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｐ４２５９  Ｈｏｌｓｔｅｎ ￥３，７８０  

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ２１２  Heineken Bier ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｐ４１１８ Schultheiss ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ザンクトパウリ 

ドイツ 

 

１８９７年創業のドイツ 

バイエルンのババリア

醸造所は１９２２年ハ

ンブルグ ザンクト パウ

リ地区にあった、アクテ

ィエン醸造所と合併、

バイエルン サンクト パ

ウリ社と名を改めた。ブ

ランドはハンブルグにあ

る、セントパウリ派修道

院（聖パウロ）に由来す

る。現在ではザンクトパ

ウリ サッカークラブそ

して有名樽。歓楽街と

して有名である。 

 

ベルリナーキンデル 

ボトルビール  ドイツ 

 

１８７２年に設立した醸造所は１９１０年にはベルリナー キ

ンデル社と改称、ジョッキから子供がのぞくという、ビール

としてはユニークな商標を１９０７年以来使用している，瓶

詰めビール。 

 

 

フランシスカン 

バイス（白）ビール 

ドイツ 

 

ドイツ、ミュンヘンに

本拠を置くフランシス

カナー醸造所は小麦

を５０％含む、白ビー

ルを製造。（バイスビ

ー ル ＝ 白 ビ ー ル の

意）であるが、澄んだ

透 明 な 色 を し て い

る。）一時期、ミュン

ヘン最大規模の醸造

量を誇った。 

 

ブドワイゼル 

ベイジュ ブドバル 

チェコ 

 

チェコ、ボヘミア地方

ブドヴァルのビール醸

造会社。アメリカのア

ンハイザー ブッシュと

の 商 標 権 争 い の 結

果、ヨーロッパでの使

用権は認められたが。

EC 以外の地域では、

「チェクバル」と呼ばれ

ることとなった。ヨーロ

ッパには、アメリカの

バドワイザーは販売さ

れていない。 

 

４１－Ｂ２４７ Sｔ Pauli  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｐ４１２２-A ＢｅｒｌｉｎｅｒＫｉｎｄｌ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ１２４ Ｆｒａｎｓｃｉｓｃａｎｅｒ Ｗｅｉｓｓｂｉeｒ 

￥３，７８０  ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

４１－Ｐ４１１９ Ｂｕｄｖｉｓｅｒ Ｂeige￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ブドバイゼル エジプシャン  チェコ 

 

1785 年、チェコ、ボヘミア地方に設立。アンハイザー・ブッ

シュとトレードマーク係争があり、アンホイザーブッシュ社は

アメリカ国内でのビール販売には商標を使用できることとな

ったがヨーロッパでは使用できなくなった。ヨーロッパにバド

ワイザーというブランドのビールはない。 

 

 

ブドバイゼル フラウ  チェコ 

 

アメリカ、アンハイザープッシュ社とブドバイゼル社の係争

後、バドワイザーはブドバル製品をアメリカで取り扱うことと

なり、ビール以外のバドワイザー製品はバドワイザーブランド

を使用してヨーロッパで販売できることとなった。ヨーロッパ

にバドワイザーというブランドのビールはない。 

 

 

ミュンヘナー  

キンデル ドイツ 

 

ベルリナーキンデル醸

造所のあるミュンヒェン

郊外にはディズニーの

シンデレラ城のモデル

になったといわれる有

名なノイシュバイシュタ

イン城がある。一時期

ビールのラベルに使用

された城と建設者ルー

ドウィッヒ２世。ヨークシ

ャーテリアを抱えたルド

ルフ・モシャマーはルー

ドウィッヒ２世を尊敬し

た著名なファッションデ

ザイナーであり、２００５年、彼の殺害死は大変大きな話題

となり、死を悼む記念のビールのラベルが話題を集めた。 

 

喉が乾いた時には 

ビールを飲もう 

ドイツ 

 

ビールの起源はメソポ

タミアといわれ、紀元

前 3000 年にはエジプ

トにもその製法が伝わ

った。のちにヨーロッ

パ、北方のケルト人や

ゲルマン人にも伝わ

り、ビールの源流が形

成される。ローマ人、ギ

リシャ人はワインとパン

を一緒に食べる習慣

が根付いており、ビー

ルは普及しなかった。 

 

４１－Ｄ２１９ Budweiser Egiptian ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ２１８  Budwerser Frau ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｂ２４０ Munchener Original￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－D187  Durst  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

カールスバーグ 

デンマーク 

 

１８４７年に設立され

た、世界第 5 位のデン

マーク ビールメーカ

ー。83 年､酵母の純

粋培養技術を開発、

以後ビールの大量供

給 が可 能 となっ た。

1904 年、デンマーク

王室ご用達となり王

冠のマークを使用す

る。70 年、同じくデン

マークビールであるツ

ボルグ社を買収した。 

 

カールスバーク 

デンマーク 

 

１８４７年デンマークで

設立された会社は、製

品を 140 カ国以上に

出荷、生産拠点は 40

カ国にのぼる。世界第

5 位のビールメーカー

である。１８８３年、同

研究所のエミル・ハン

セン博士は酵母の純

粋培養技術を開発、

ビールの大量供給の

道を開いた。 

 

カールスバーグ  HOF 

デンマーク 

 

１８４７年デンマークで設立された会社は、製品を

140カ国以上に出荷、生産拠点は 40カ国にのぼる。

世界第 5 位のビールメーカーである。1986 年以来、

日本では、サントリーがライセンス生産を行っている。 

 

 

 

カールスバーグ 

ミリオネア 

デンマーク 

 

１８４７年デンマークで

設立された会社は、製

品を 140 カ国以上に

出荷、生産拠点は 40

カ国にのぼる。世界第

5 位のビールメーカー

である。カールスバー

グは デ ンマー ク語 で

は、「カールの谷」の

意。コペンハーゲンに

ある人魚姫の像は同

社２代目社長がが１９

１３年にコペンハーゲ

ン市に寄贈したもの。 

４１－Ｄ２２１ Carlsberg Ｒａｄｆａｈｒｅｒ 

￥３，７８０ ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス 

４１－Ｄ１８３ Carlｓberg  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ２６１  Carlsberg Hof ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

４１－Ｄ２６３ ＣａｒｌｓｂｅｒｇＭｉｌｌｉｏｎｅｒ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30ｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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