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日本で楽しむチェコビール
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ビール－穀物からできた発酵飲料－、それは
チェコ共和国で遠い昔から飲まれているものです。
ケルト系のボイイ族は有史以前からチェコの地に
居住し、たくさんのビールを楽しんでいたそうで、そ
れは彼らの後にやってきたゲルマン系の人々も同
様でした。
それにもかかわらず当時はビールを作るのにホッ
プが使われていなかったそうです。スラヴ系のチェ
コ人が現在のチェコの地にやってきたのは６世紀
のことで、おそらくその時にホップをビールに使う発
想をもたらしたと言われています。スラヴ人は最初
にビール製造にホップを使った人々なのです。そし
てその手法は世界中へと広がっていきました。チェ
コのホップの品種の一つジャテツ（ザーツ）産のア
ロマホップはおそらく世界で最も品質の良いもので
あり、実はそれを最も多く購入しているのは日本な
のです。チェコは小さい国にもかかわらず、アメリカ
合衆国、ドイツに続いて世界第3位のホップ生産量
を誇っています。中世初期の動乱の時期には、特に
キリスト教の修道院にビール製造の知識が蓄積さ
れていました。プラハにあるブジェヴノフ修道院に
は993年に間違いなく自前のビール醸造所を構え
ていました。残念ながらその修道院は15世紀前半
の戦争で全壊しましたが、その後修復されました。
プラハ城にある最古の女子修道院の聖イジー修道
院も、ビール醸造所を備えていたようです。それは
976年に建てられました。チェコは世界へチェコの
ラガーもしくはプルゼニュ（ピルスナー）タイプの
ビールのスタイルを広めました。1842年にバイエ
ルンのビール醸造家ヨゼフ・グロルがチェコの町プ
ルゼニュでチェコの原料を使い、最初にピルスナー
タイプのビールを製造したのです。世界で飲まれて

いたビールブランドとは異なるものであったにもか
かわらず、その後数十年の間に世界中の市場に広
がっていきます。チェコビールにとって不運な時代
であったのは２度の世界大戦です。当時ビール醸
造所の銅製の設備は武器製造のために武器工場
に運ばれました。社会主義の時代はチェコのラ
ガーにとっていい時期ではありませんでした。しか
し市場や技術で伝統が守られたことにより、チェコ
のビール製造技術は世界のトレンドに吸収される
ことなく、チェコのラガーは今日に至るまで特徴的
な味と香りをずっと持ち続けているのです。
チェコのラガービールは、世界中に広まった概念の
一つであり、唯一無二の特徴 “飲みやすさ”を保っ
ています。チェコ人は半リットルのジョッキビールを
本当に普段からよく飲んでいて、友人たちと居酒屋
に行っては、たくさんの量を飲むのです。その飲み
やすさのおかげで、チェコ人の1人当りのビールの
消費量は世界一となっており、その量は年に約143
リットルにも及びます。2位は長い間ドイツとオース
トリアが争っており、その量は年に105リットル、ち
なみに日本人はチェコ人よりも約100リットルも少
ない量となっています。
中世の時代から、チェコのビール醸造家たちの間
では「神のご加護あれ！」という挨拶がよく使われて
いました。

チェコビールの世界へようこそ！

トマーシュ・メイエル
大学教師・ビールソムリエ

日本ビール株式会社

Pilsner Urquell
ピルスナーウルケル （瓶・缶・樽）

会社名 連絡先・ウェブサイト

営業  小林 豊
E-mail : yutaka.kobayashi@nipponbeer.jp

TEL: 03-5489-8888
URL: www.nipponbeer.jp

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
■高級スーパー、高級食料品専門店
■レストラン＆バー・アミューズメント （渋谷）、テイルズ・
エールハウス （本郷）、グリーン・バド （厚木） など

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
世界のビールの80％以上がピルスナー・スタイルの
ビールです。
日本のビールも元来（クラフトビールが認知される前ま
で）はピルスナー・スタイルが主流でした。
「ピルスナーウルケル」はピルスナー・スタイルビールの
元祖でありますし、そういった世界的にも評価が高い
ビールを輸入できることを誇りに思っております。

Q

● いつから輸入されていますか
元々は1980年代より他社が輸入していましたが、その
後、弊社の前身となる会社でも同時期に輸入を始めま
した。

Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
現在、世界で飲まれているビールの主流はピルスナー・
スタイル及び原料に違いがあっても黄金色のピルス
ナー・カラーであるので、ピルゼン発祥の「ピルスナー
ウルケル」が後世のビール文化に与えた影響の大きさ
を感じます。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
世界の主流がピルスナー・スタイルのビールであること
を考えれば、チェコのビール製法は世界の多くの醸造
所のお手本とも言えると思います。そこでチェコには、
“元祖・ピルスナービール祭り”のようなピルスナービー
ルを思いっきり楽しめるイベントを開催してもらいたい
です。

Q

ビールの種類

Dej Bůh štěstí!
Photo:Libor Sváček
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Jezek

Jezek

Merlin

Platan

Lobkowicz

Cerna Hora

Cerna Hora

Cerna Hora

Vysoky Chlumec

Protivin

Jezek

Jezek

Vysoky Chlumec

Senkovini Pale 10

Zacharias

Merlin Premium

Perla 14

Lobkowicz 12

Cerna Hora Granat

Velen

Sklepni

Princ Max

Granat Semidark

Jezek 11 Silver

Jezek 12 Semidark

Demon

レギュラー

レギュラー

レギュラー

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ゲスト

ブルワリー 商品名 備考

Ježek
イェジェック
Merlin
メルリン
Platan
プラタン
Lobkowicz
ロプコヴィッツ

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
■世界のビール博物館 (東京･横浜･名古屋･大阪)
■クラフトビールタップ （新宿三丁目、秋葉原、銀座マロニエゲート）

ビールの種類

ワールドリカーインポーターズ株式会社
会社名

堀川 恵太
E-mail : horikawa@zato.co.jp

TEL: 03-6854-3978
URL: http://www.world-liquor-importers.co.jp/index.html

連絡先・ウェブサイト

● チェコのビールを輸入していて感じることは
試飲した時点から、びっくりしましたが、チェコのビール
は非常においしいです。
やはりラガービールに慣れているせいか、日本の大手
ビールより、明らかにコクがあり、苦味、キレがあるもの
が多く、普段飲んでいるビールとの違いを認識しやすい
です。
他の国の、ヴァイスビール、エール系、ＩＰＡ、フルーツ
ビール等は、普段飲んでいる日本の大手ビールとは、スタ
イルが完全に異なるので、お飲みになる方の好みが分か
れ、同じビールでも別のスタイルとして味わうことになり
ます。
最近は、クラフトビールブームで、色々なビールを飲むこ
とができて、スタイルごとに、その違いや、品質の良し悪
しを判断することができるようになっていると思います。
それに対して、チェコのピルスナーは、初めての人でも品
質の違いが分かるかと思います。
現在の市場では色々なタイプのビールがあり、クラフト
ビールブームもありますが、ラガー、ピルスナータイプは、
世界で販売数量が一番多いタイプだけあって、料理にも
合い、日常的に飲みたくなる味わいです。
弊社の店舗では、基本的には日本の大手ビールを置いて
おらず、チェコビールの価格をリーズナブルに設定している
ので、上記理由もあり、人気のアイテムとなっております。

Q

● いつから輸入されていますか
2012年から
Q

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
弊社は、世界中のビールを輸入して、店舗やイベントで販
売しております。チェコ共和国は、ピルスナー発祥の地であ
り、ビールのクオリティーは世界でトップクラス。日本では、
そこまで樽生のチェコビールが普及していないため、チェ
コビールの素晴らしさを広げるため、またタイプピルスナー
タイプが好きな日本人の消費者に味覚に合わせて、弊社
店舗を中心に販売するために輸入することに致しました。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？ 特徴的なことはありますか？
ピルスナータイプのしっかりとした苦味とコク、キレのあ
るビール。日本人に馴染みやすい味わいでありながら、
プレミアム感とビール王国の伝統を感じられる点。
大量に消費されている国だけあって、他のヨーロッパの
国より、価格がリーズナブルなビールが多い点も魅力の
一つです。

Q

アイコン・ユーロパブ株式会社

Budvar
ブドバー （樽・瓶）
※樽は不定期数量限定取扱い

Queen Bohemian Lager
クイーン・ボヘミアンラガー （瓶）

TEL: 03-5369-3601
E-mail : web_contact@ikon-europubs.com

URL: http://www.ikon-europubs.com/

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
■ナショナル麻布スーパーマーケット
　 〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-2
　  TEL：03-3442-3181
　 取扱い：ブドバー

■びあマ 北千住東口店
　 〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-2
　  TEL：03-3442-3181
　 取扱い：ブドバー、クイーン ボヘミアンラガー

■びあマ 楽天市場店
　  http://item.rakuten.co.jp/sake-taniguchi/00020074/
　 #00020074 
　  http://item.rakuten.co.jp/sake-taniguchi/00166234/
　 #00166234
　 取扱い：ブドバー、 クイーン ボヘミアンラガー

■ディスクユニオン　　　　　　　　　　　　　　　　
　 http://diskunion.net/tote/ct/news/article/2/56423
　 取扱い：クイーン ボヘミアンラガー

会社名 連絡先・ウェブサイト

ビールの種類

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
本物のピルスナーを少しでも多くの日本のみなさんに
知って頂きたい為

Q

● いつから輸入されていますか
1999年から
Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
シンプルな味で、しっかりとしたホップの苦味や香りと
喉越しは、日本人好みの味。多種ある輸入ビールの中
でも非常に受け入れられ易いビールがチェコには多い
と感じます。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
チェコはピルスナービール発祥の地であり、長い歴史
を持つこと。弊社取扱いのブドバーが造られるチェス
ケー・ブディェヨヴィツェ市では700年以上のビール醸
造の歴史があります。

Q

Černá Hora
チェルナー・ホラ
Vysoký Chlumec
ヴィソキー・フルメッツ
Protivín
プロチヴィーン

Photo:Ladislav Renner

（樽・一部瓶）
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コルドンヴェール 株式会社

Bernard Bohemian Ale
ベルナルド ボヘミアン・エール　330ml瓶
Bernard Bohemian Lager
ベルナルド ボヘミアン・ラガー　330ml瓶
Bernard Dark Lager
ベルナルド ダーク・ラガー　330ml瓶

商品開発部  松井 夕子
E-mail : matsui-y@cordonvert.jp

TEL: 03-3292-3851
輸入者 コルドンヴェール www.cordonvert.jp/
販売者 やまや https://www.yamaya.jp/

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
■やまやグループ 全国各店
http://www.yamaya.jp/pages/stores/index.php
■やまや宅配
https://yamayagm10.jp/sendai/ygym/shyohinselect.php
■酒のやまや 楽天市場店
http://www.rakuten.co.jp/yamaya-shop/

会社名 連絡先・ウェブサイト

ビールの種類

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
ピルスナー発祥の地であるチェコ共和国のビールは、世界
各地のビールを品揃えする上で必要不可欠であるため。

Q

● いつから輸入されていますか
2016年4月から
Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
チェコビールといえば、ピルスナー発祥の地とビール好
きのお客さまには知られており、産地に対する信頼の
高さを強く感じます。しかし、日本ではまだ他国産の
ビールに比べてチェコビールは流通量や種類が少ない
のが実情です。
弊社でもようやく今年、以前より念願であったチェコ
ビールの直輸入を始めさせて頂きました。ブランド選択
にあたって弊社が選んだベルナルドビールは、日本の
多くのお客様のイメージする”チェコビール”とは大きく
異なると思います。実は、我々バイヤーが展示会で試飲
した際にそのコク深さと味わいの広がりに感銘し、是非
日本のお客様に広くご紹介したいと思ったビールです。
ベルナルドビールは国際的にも評価が高く、これまで
に各地の国際的品評会で227もの受賞歴を誇り、現在
は世界25各国以上の国にビールを輸出しています。こ
れは、メーカーのビール造りに対する熱い想いと真摯な
姿勢の評価でもあると思います。
現在、ベルナルドビールは全国320以上のやまやさま
全店舗およびウェブサイトでご販売頂いており、これま
でに多くのお客さまより「こんなチェコビールもあった
のね」「美味しい」「気軽な価格で簡単に買えてビック
リ」などのお声を頂いております。ベルナルドビールをよ
り多くのお客様にお楽しみ頂くことで、チェコビールの
幅広さや奥深さ、実力と歴史をますます楽しんで頂ける
のではと期待しています。　

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
ピルスナー発祥の地の正統派ビールとして高く評価さ
れています。多くのお客さまがチェコビールに対し、流
行に流されず長い伝統と高い品質を守った製品造りを
しているというイメージを持たれていると感じます。

Q

株式会社 都光酒販

Staropramen
スタロプラメン （瓶）

友田 陽一
E-mail : tomoda@likaman.co.jp

TEL: 075-213-8880

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
■リカーマウンテンの各店舗 （一部店舗を除く）

会社名 連絡先・ウェブサイト

ビールの種類

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
ビールの主要産国の1つであり、品質が優れているか
ら。

Q

● いつから輸入されていますか
2012年3月から輸入（販売開始）
Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
お客様からまさかチェコのビールを購入する事ができ
るなんて・・・など購入できる喜びの声が伝わってきて
います。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
スタロプラメンについては、比較的飲み易い、特に夏向
けのビールだと思います。

Q

Photo:David Marvan Photo:Lukáš Žentel
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株式会社 きんき

【ノヴァーパカ醸造所】
Brouček Lager 
ブロウチェク ラガー （樽）
Brouček Dark 
ブロウチェク ダーク （樽）
Novopacké třeskuté
ノヴォパツケー トレスクーテー （樽） 《冬季限定》
＊全てワンウェイケグ20Lのみ

後藤 尚太
E-mail : goto-kinki@bz04.plala.or.jp

TEL: 03-5812-4680（東京営業所）
URL: http://www.kinki-beer.jp/

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
《ブロウチェク常設店》
■GLASS DANCE 品川、G.G.C川崎、G.G.C蒲田
《ノヴォパツケー トレスクーテー取り扱い店》
2016年11月下旬より冬季数量限定
■チェコ料理DUB（金沢）、カラハナ（札幌）、アルニラム（町田）、
ジャハバー（神田）、クーパーエールズ（新橋）、ケニーズ（調布）、トリ
ガー（不動前）、ジ・オールゲイト（渋谷）、味わい回転寿司ZEN（小田
原）、ブーシェル（横浜）、インゴビンゴ（経堂）、D’s Diner（浅草）、ク
ラフトマン横浜、ザ・ブローズリー（大塚）、ヘイメル（渋谷）、nico
（秋葉原）、ぼっかすか（春日）、フリゴ（新宿）、ベルゴ（渋谷）、アボット
チョイス渋谷、Lush Life（桜新町）、TOR（湯島）、h@bit（大森海岸）、
Barley（西宮）、ザ・グリーンシープ（横浜）、Hafen（大阪）、The 
World End（上野）、ブルドッグ（銀座）、カフェヒューガルデン（新
宿）、カタラタス（渋谷）、キュヴェフジヤマ（桜台）、アダージョ（人形
町）、平野屋（神泉）、ナイトオウル（恵比寿）、カフェ.メゾンドケー.（九
品仏）、B@SE（高輪台）、カミヤ（吉祥寺）、アボットチョイス中野、ビ
アハウスケン（府中）、Doll Dress（大阪）、デパス（武蔵小杉）、ザ・パ
イント（新丸子）、カフェカウダ（白山）、なかい天満橋（大阪）、バード
ハウス（川口）、ゴールデンガーデン（広島）、Beer O’clock（千
葉）、クラフトマン吉祥寺、クラスター（柏）、grano（藤沢）、アルフ
ヘイム（三軒茶屋）、ガネーシャ（長野）、クラフトマン五反田

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
日本においてまだまだ飲む機会の少ない伝統的チェコ
ビールを味わってもらい広めるため。

Q

● いつから輸入されていますか
2014年より
Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
チェコビールにあまり知識、思い入れのないお客様にも
評価されるその質の高さとオリジナリティ。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
独特のバランス感（麦芽のコクの出し方、チェコホップ
の風味の引き出し方、味わいの円やかさの造り方）が
伝統を感じさせてくれる。大方の良質なチェコビール
が持つ共通の特徴であり、他国のビールとは異なる明
確な個性がある。

Q

ピーアンドエムチェコ

Czech Royal Beer
チェコロイヤルビール （瓶）

TEL&FAX: 0466-28-4849
E-mail : info@pm-czech.co.jp

URL: www.chekosake.com
URL: www.pm-czech.co.jp

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
■P&Mオンラインショップ、各種出展イベント等

ビールの種類

ビールの種類

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
結論から言えば、私がチェコビールが好きだからです。
伝統的なラガータイプが特に。
チェコロイヤルビールが日本市場に関心を持っていて、
そのサポートをしています。正規代理店を探す手伝いを
しているのです。

Q

● いつから輸入されていますか
2015年から
Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
クラシックなラガータイプが好きですが、クラフトビー
ルといった特別なビールも味わうことが好きです。しか
し、友人たちと楽しく話すときにはラガービールが欠か
せないですね。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
チェコのビールは、チェコ人にとって社交のきっかけで
あることです。居酒屋で、仲間と語り合う時に欠かせな
いものです。軽い飲み心地で、たくさん飲むことができ
るにもかかわらず、とても顕著な味わいがあります。
一言で言うなら、*ビール純粋令の精神に則っているん
です。　
*ビール純粋令･･･1516年4月23日にバイエルン公ヴィルヘルム
4世が制定した「ビールは、麦芽・ホップ・水・酵母のみを原料とす
る」という内容の一文で知られる法。

Q

会社名 連絡先・ウェブサイト 会社名 連絡先・ウェブサイト

Photo:David Marvan
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BEER BAR Bitter

BERG

CATARATAS 

Bay Brewing YOKOHAMA 

Cooper Ale's　

BELGO

Hitchｘkakeru＊

vivo! BEER+DINING BAR

GOLDEN GARDEN

IRISHPUB　THE CRAIC 

CASTLE WEST

Watering Hole

FRIGO

ぼっかすか

http://www.berg.jp/

http://www.cataratas-shibuya.com/

http://www.baybrewing.jp/

http://www.cooperales.com/

http://www.eurobeer.net/belgo/

http://ameblo.jp/hitchxkakeru/

http://vivo-beer.com/

http://www.golden-garden.tv/

http://www.irishpubthecraic.biz/

http://www.castlewest-kyoto.com/

http://wateringhole.jp/

http://www.eurobeer.net/frigo/

飯田橋

新宿

渋谷

横浜

新橋

渋谷

御徒町

池袋

広島

高松

京都

代々木

新宿

文京区

池袋

麻布

銀座

金沢

池袋

国分寺

京都

名古屋

名古屋

渋谷

丸の内

四谷

神田

新橋

店 舗 Webサイト 備考

GIBBON

CRAFT HANDS

FAVORI

チェコ料理　DUB　

池袋の風

ガンブリヌス

和知

23 craft beerz NAGOYA

ビアマルクト

FAILTE

REPOS

だあしゑんか

ジャハバー

BIER REISE '98 

http://www.rnet.ne.jp/gibbon/

http://crafthands.jp/

http://www.eurobeer.net/favori/

https://www.facebook.com/hospodadub/

http://r.gnavi.co.jp/p776500/

http://gambrinus.jp/

http://www.wachi.info/

http://23cbz.com/

http://biermarkt.jp/

http://failte.jp/

http://www.eurobeer.net/repos/

http://dasenka.jpn.org/bar/

http://thejhabar.com/

http://www.bierreise98.jp/

http://beerbar-bitter.com/index-
menu.html

https://tabelog.com/tokyo/A1310/
A131004/13038745/

株式会社 廣島

Praga Premium Pils
プラハプレミアムピルス （瓶）

TEL: 092-821-6338
E-mail : info@worldbeer.co.jp

URL: http://worldbeer.co.jp

このビールを飲むことのできる飲食店・買うことの
できる店舗
■びあマ　
　 〒120-0044 東京都足立区千住緑町1-22-10
　  TEL：03-3882-7841

■日進ワールドデリカテッセン
　 〒273-0044 東京都港区東麻布2-34-2
　  TEL：03-3583-4586

■かどや酒店
　 〒164-0002 東京都中野区上高田1-34
　  TEL：03-3361-1401

■西武百貨店 船橋店
　 〒164-0002 千葉県船橋市本町1-2-1
　  TEL：047-425-0002

■DULTON JIYUGAOKA
　 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-25-14
　  TEL：03-6421-4875

■柴田屋酒店 本店
　 〒164-0011 東京都中野区中央5-3-11
　  TEL：03-5342-5139

ビールの種類

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
チェコのビール（ピルスナー）は、世界中で最も愛されて
いるビールのタイプであり、その歴史や美味しさを日本の
方に知って頂きたいからです。

Q

● いつから輸入されていますか
2015 年 4月より
Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
チェコのビールは、伝統があり高品質であるので、ビー
ルに精通しているお客様へもお薦めですし、日本で最
も飲まれているピルスナータイプですので、単純にビー
ルが好きな人にもお薦め出来ますので、非常に裾野が
広いビールだと感じています。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
チェコビール（ピルスナー）は、ザーツ産ホップ、ボヘミア・
モラビア地区原産の麦芽、そして下面発酵（ラガー）
酵母が奏でる滑らかで落ち着いた味わいと煌びやかな
淡い色が特徴です。

Q

会社名 連絡先・ウェブサイト

株式会社 イー・エー・ティー
会社名

このビールを飲むことのできる飲食店
飲めるビール銘柄については時期も含め各店舗に御確認下さい

URL: http://www.e-a-t.co.jp/
＊ビールに関しては記載しておりません

連絡先・ウェブサイト

Pilsner Urquell, Gambrinus, Kozel, Master
ピルスナーウルケル グループ
Primátor
プリマートル
St.Norbert
セント・ノーベルト
Matuška
マトゥシュカ
Nomad
ノマド
Krušovice
クルショヴィツェ
Starobrno
スタロブルノ
Pernštejn
ペルンシュテイン など

ビールの種類

● どうしてチェコビールを輸入しているのですか
食文化の進んだ日本でも多くの消費者がビールの本当
の美味しさを知りません。そこでチェコのビールを通じて
「本当のビールの美味さ」を知ってもらいたいのです。

Q

● いつから輸入されていますか
2009年から
Q

● チェコのビールを輸入していて感じることは
お客様より『美味しいチェコビールを日本で飲めてうれ
しい』との反響が多く毎年続けています。

Q

● 他国のビールとチェコビールは何が違います
か？特徴的なことはありますか？
チェコのザーツホップを使ったラガービールの美味し
さは、チェコビール独特の物。「美味しい苦み」と
「Drinkability」が特徴

Q

年に2回(夏･冬)に飲食店及び個人向けに輸入

Photo:Jiří Strašek

（樽もしくは瓶）
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