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H 297 × W 210 mm

ＣＳ３

国産ビール

ビール

アサヒスーパードライ
びん
国産ビール

国産ビール

さらりとした飲み口、キレ味さえる、いわ
ば辛口の生ビール。
タイプ／ 生

ウイスキー

度数／5度
容量／633mL（大びん）

Domestic Beer

500mL（中びん）
334mL（小びん）
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

ブランデー

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒスーパードライ
缶
国産ビール

スピリッツ

im6

アサヒ
スーパードライ
ミニ樽アルミ

アサヒ
スーパードライ
ドライブラック びん

国産ビール

国産ビール

さらりとした飲み口、キレ味さえる、いわ

さらりとした飲み口、キレ味さえる、いわ

ビアホールの本格感が楽しめるビアホール仕立

ば辛口の生ビール。
タイプ／ 生

ば辛口の生ビール。
タイプ／ 生

ての黒ビール※。ドライブラックならではのスッ
キリとした飲み飽きない後味はそのままに、ロー

度数／5度
容量／500mL 350mL
250mL 135mL
価格／希望小売価格は設定なし

度数／5度
容量／3000mL 2000mL
価格／希望小売価格は設定なし

さ、クリーミーな泡が楽しめる。※当社が考えるビ

スト麦芽、カラメル麦芽由来の本格的な黒らし
アホールの黒ビールの味わいを目指したもの。
タイプ／ 生

リキュール

度数／5.5度 容量／334mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

チューハイ・カクテル

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒスーパードライ
―ドライブラック―

アサヒスーパードライ
瞬冷辛口

アサヒスーパードライ
ザ・クール

国産ビール
ビアホールの本格感が楽しめるビアホー
ル仕立ての黒ビール※。
ドライブラックな
らではのスッキリとした飲み飽きない後味
はそのままに、ロースト麦芽、カラメル麦
芽由来の本格的な黒らしさ、クリーミーな
泡が楽しめる。※当社が考えるビアホー
ルの黒ビールの味わいを目指したもの。
度数／5.5度 容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし
アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

しゅん れ い

国産ビール

国産ビール

飲んだ瞬間の冷涼感と爽快なキレ味、

冷涼感と軽い飲み口で爽快な気分を楽

アルコール度ちょっと高めの5.5％の飲
みごたえが楽しめる新しい辛口。
タイプ／ 生

しめるビール。アルコール4％で適度な

度数／5.5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒ
ドライプレミアム豊醸
中びん

ほ う じょう

国産ビール

酔いを楽しみながら、軽快で苦みを抑え
た爽快感のある味わいを実現。
タイプ／ 生
度数／4度
容量／334mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒ
ドライプレミアム豊醸
缶

ほ う じょう

国産ビール

アサヒ
プレミアム生ビール
熟撰 びん
じゅく せ ん

国産ビール

コク・香り・アルコール分のすべてが最大級
※の、深みを極めたプレミアムビール。※当
社が製造・通年販売している黒ビールを除く
「生ビール（非熱処理）」における、100ｍｌ当
たりの原麦汁エキス量及び複数の香気成分
量及びアルコール含有量の比較において
タイプ／ 生 度数／6.5度
容量／500mL
価格／希望小売価格は設定なし

コク・香り・アルコール分のすべてが最大級
※の、深みを極めたプレミアムビール。※当
社が製造・通年販売している黒ビールを除く
「生ビール（非熱処理）」における、100ｍｌ当
たりの原麦汁エキス量及び複数の香気成分
量及びアルコール含有量の比較において
タイプ／ 生 度数／6.5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

こだわりの原材料を丁寧に丁寧に仕込
み長期熟成させた、 二杯目もしっかりう
まさが続く プレミアム生ビール。
タイプ／ 生
度数／5.5度
容量／500mL（中びん）

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒ
オリオンドラフト 缶

オリオン
ドラフト びん

オリオン
ドラフト 缶

国産ビール

334mL（小びん）
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

国産ビール

国産ビール

沖縄で生まれ育った、爽やかな生ビー
ル。オリオンビールとの業務提携の一環
として、沖縄県及び鹿児島県奄美大島群
島を除く全国ではアサヒビールが販売。
産地／沖縄県
タイプ／ 生
度数／5度
容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

亜熱帯沖縄の気候の中で育まれた爽快
なのどごしとマイルドな味わいが特長の
生ビール。
産地／沖縄県
タイプ／ 生
度数／5度
容量／633mL 500mL 334mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

亜熱帯沖縄の気候の中で育まれた爽快
なのどごしとマイルドな味わいが特長の
生ビール。
産地／沖縄県
タイプ／ 生
度数／5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050
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H 297 × W 210 mm

ＣＳ３

国産ビール

国産ビール

国産ビール

麦汁ろ過工程で、最初に流れ出る一番

麦汁ろ過工程で、最初に流れ出る一番

麦汁濾過工程で最初に流れ出る一番搾

搾り麦汁だけを使う一番搾り製法によ

搾り麦汁だけを使う一番搾り製法によ

り麦汁だけを使う「一番搾り製法」をベ

る麦本来のうまみと、調和のとれた雑味
のない味わい。原料は麦芽100％にこだ

る麦本来のうまみと、調和のとれた雑味
のない味わい。原料は麦芽100％にこだ

ースに、新たなビアスタイルとして「ダ

わった贅沢な生ビール。
タイプ／ 生

わった贅沢な生ビール。
タイプ／ 生

度数／5度

度数／5度

た。
度数／5度

容量／633mL 500mL 334mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

容量／500mL 350mL 250mL 135mL
価格／希望小売価格は設定なし

容量／334mL
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリン一番搾り〈黒生〉
缶

キリンラガービール
びん

キリンラガービール
缶

ークラガータイプ※」を採用。麦のうま
みと調和のとれた澄んだ後味に仕上げ

国産ビール

国産ビール

麦汁濾過工程で最初に流れ出る一番搾

130年愛され続けてきた、のどにグッとく

130年愛され続けてきた、のどにグッとく

ではのスッ

り麦汁だけを使う「一番搾り製法」をベ

る刺激感と、コク・飲みごたえのある味

る刺激感と、コク・飲みごたえのある味

まに、ロー
的な黒らし

ースに、新たなビアスタイルとして「ダ
ークラガータイプ※」を採用。麦のうま

わいの、キリン伝統のビール。
タイプ／ 生

が考えるビ

みと調和のとれた澄んだ後味に仕上げ

わいの、キリン伝統のビール。
タイプ／ 生
度数／5度

たもの。

た。
度数／5度

容量／633mL 500mL 334mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

度数／5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリン
クラシックラガー
びん

キリン
クラシックラガー
缶

ハートランドビール

国産ビール

国産ビール

国産ビール

気分を楽

昭和40年頃のラガービールの味覚を再

昭和40年頃のラガービールの味覚を再

エメラルドグリーンのエンボス（浮き彫

で適度な

現した、豊かでまろやかなコクとしっかり
した苦みをもつ、芳醇で厚みのある伝統

現した、豊かでまろやかなコクとしっかり
した苦みをもつ、芳醇で厚みのある伝統

り）ボトルが特長の、澄んだ香味と素直

的な味わい。
度数／4.5度
容量／633mL 500mL 334mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

的な味わい。
度数／4.5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

サッポロ生ビール
黒ラベル びん

サッポロ生ビール
黒ラベル 缶

ヱビスビール びん

みを抑え

チューハイ・カクテル

ライ

im6

容量／500mL（CVS限定） 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

リキュール

し。
＊

スピリッツ

国産ビール

ホール仕立

ブランデー

ん

キリン一番搾り〈黒生〉
びん

ウイスキー

し。
＊

キリン
一番搾り生ビール
缶

ビール

える、いわ

キリン
一番搾り生ビール
びん

国産ビール

ライ

な味わいのビール。
タイプ／ 生
度数／5度
容量／500mL 330mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

し。
＊

ル

寧に仕込

しっかりう
。

し。
＊

れた爽快
が特長の

し

国産ビール
質の高い原料から生まれる、麦のうまみ
と爽やかな後味の完璧なバランスを追
求した生ビール。
「旨さ長持ち麦芽」一
部使用。
タイプ／ 生 度数／5度
容量／633mL（大びん）
500mL（中びん）
334mL（小びん）
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

国産ビール
質の高い原料から生まれる、麦のうまみ
と爽やかな後味の完璧なバランスを追
求した生ビール。
「旨さ長持ち麦芽」一
部使用。
タイプ／ 生
度数／5度
容量／500mL 350mL

国産ビール
麦芽100％、
ドイツ・バイエルン産アロ
マホップをふんだんに使用、長期熟成な
ど素材と製法にこだわった深いコクと豊
かな味わいが特徴。
タイプ／ 生 麦芽100% 度数／5度
容量／633mL（大びん）

250mL 135mL
価格／希望小売価格は設定なし

500mL（中びん）
334mL（小びん）
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール
70120-207800

ヱビスビール 缶

ヱビス マイスター

ヱビス 華みやび

国産ビール

国産ビール

麦芽100％、
ドイツ・バイエルン産アロ
マホップをふんだんに使用、長期熟成な
ど素材と製法にこだわった深いコクと豊
かな味わいが特徴。
タイプ／ 生 麦芽100%
度数／5度
容量／500mL 350mL 250mL
価格／希望小売価格は設定なし

ヱビスを知り尽くした技術者達が結集
し、試行錯誤と厳しい品評を経て造り上
げた、ヱビスの最高峰。うまみと薫りが
豊潤なロイヤルリーフホップから生まれ
た、ふくよかな薫り。研ぎ澄まされたコク。
タイプ／ 生 麦芽100%
度数／5.5度
容量／350mL（缶） 334mL（びん）
価格／希望小売価格は設定なし

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール
70120-207800

国産ビール
100年以上のヱビスの歴史で初めて、豊
かな香りを生み出す上面酵母を採用し
たヱビスのホワイトビール誕生。小麦麦
芽による華やかでふくよかな香りと、や
わらかなコク。ろ過して仕上げたクリス
タルな輝きが、優雅なひとときを彩る。
タイプ／ 生 麦芽100%
度数／5.5度 容量／350mL
※この商品は6缶パックのみ
価格／希望小売価格は設定なし
サッポロビール 70120-207800

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
※リターナブルびんには、びん保証金（＊＝５円）が加算されます。
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ＣＳ３

国産ビール

ビール

ヱビス プレミアムブラック

サッポロクラシック

クラフトビール

ウイスキー

国産ビール

国産ビール

国産ビール

プレミアムロースト麦芽がもたらす、上

本格エールタイプのビール。柑橘の様な

麦芽100%かつファインアロマホップを

質で芳醇なロースト香が特徴。原料由来

香りと称賛されるホップ「カスケード」を

100%使用し、
ドイツ古来のホッホクルツ

の心地よい焙煎の香りとまろやかなコク
が特徴の味わい深い黒ビール。
タイプ／ 生 麦芽100%

一部使用。 ひとり時間 にふさわしい
「濃密な香り・コク・余韻」を実現。
タイプ／ 生

製法でしっかりとした味わいとすっきり

度数／5度

度数／5.5度

としたのどごしを実現した北海道限定生
ビール。
タイプ／ 生 麦芽100%

容量／350mL（缶） 334mL（びん）

容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

度数／5度
容量／500mL 350mL（缶）

※この商品は6缶パックのみ
価格／希望小売価格は設定なし

633mL（大びん）500mL（中びん）
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

ブランデー

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール 70120-207800

サッポロラガービール
びん

サントリー
ザ・プレミアム・モルツ
びん

サントリー
ザ・プレミアム・モルツ
缶

国産ビール

国産ビール

国産ビール

スピリッツ

ビールファンからの根強い人気を集める

こだわりの製法をさらに改良して、ダイヤ

こだわりの製法をさらに改良して、ダイヤ

しっかりした味わいが特徴。シンボルマ
ークの「赤星」で呼ばれる現存する日本

モンド麦芽の「深いコク」とアロマホップの
「華やかな香り」をより引き出した。飲み始

モンド麦芽の「深いコク」とアロマホップの
「華やかな香り」をより引き出した。飲み始

で最も歴史あるビールブランド。
タイプ／ 熱処理
度数／5度

めから飲み終りまでいっそう「深いコク」と
「溢れだす華やかな香り」を感じられる。
タイプ／ 生 麦芽100%

めから飲み終りまでいっそう「深いコク」と
「溢れだす華やかな香り」を感じられる。
タイプ／ 生 麦芽100%

500mL（中びん）
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

度数／5.5度
容量／500mL 334mL
価格／希望小売価格は設定なし。
＊

度数／5.5度
容量／500mL 350mL 250mL
価格／希望小売価格は設定なし

サッポロビール
70120-207800

サントリーお客様センター
70120-139-310

サントリーお客様センター
70120-139-310

容量／633mL（大びん）

im6

ヱビス
プレミアムエール

リキュール
チューハイ・カクテル

ザ・プレミアム・モルツ
〈香る〉エール
国産ビール
「ダイヤモンド麦芽」
「欧州産アロマホッ
プ」
「天然水100％仕込」といったこだわ
りの素材に加え、フルーティな香味を生
み出す「上面発酵酵母」を使用した、エ
ールビール。爽やかな香りを楽しめる。
タイプ／ 生 麦芽100% 度数／6度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

サントリーお客様センター
70120-139-310

オリオン
75BEER びん
ナ

ゴ

ビ

ー

ル

国産ビール

クラフトビール

醸造家がホップにこだわりぬいて造りあ
げたオリオン初のプレミアムクラフトビ
ール。
産地／沖縄県
タイプ／ 生
度数／5度
容量／334mL
価格／希望小売価格は設定なし

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

オリオン
75BEER 缶
ナ

ゴ

ビ

ー

ル

国産ビール

グランドキリン IPA
（インディア・ペールエール）
国産ビール

グランドキリン WHITE ALE
（ホワイトエール）
国産ビール

醸造家がホップにこだわりぬいて造りあ
げたオリオン初のプレミアムクラフトビ
ール。
産地／沖縄県
タイプ／ 生
度数／5度
容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

国産麦芽と希少ホップを使用した、エー
ルタイプならではの華やかな香りが際
立つ、醸造家のクラフトマンシップが詰
まったクラフトビール。
度数／5.5度
容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

ネルソンソーヴィンホップ由来の白ワイ
ンを思わせる華やかな香りと小麦麦芽
のやわらかな口あたりが特長のホワイト
エール。
度数／5.5度
容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560
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ラグシップブランド。爽やかな飲み口と、

ンディア・ペールラガー）。
度数／6度
容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

容量／350mL（缶） 330mL（びん）
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

（中びん）

し。
＊
0

華やかなホップの香りやカラメル麦芽の
余韻を楽しめる。
産地／日本
度数／5度

モルツ

ピルスナーウルケル
輸入ビール

マホップの

た。飲み始

いコク」と

られる。

輸入ビール

チェコ

スピリッツ

て、ダイヤ

ブランデー

であるブルックリン・ブルワリー社のフ

める、醸造家の遊び心とこだわりが詰ま
った、安心して迷わず手に取れるIPL（イ

ウイスキー

ではの上質な苦みと深み・キレが楽し

ビール

国産ビール
米国の代表的なクラフトビールメーカー

発泡酒

道限定生

国産ビール
IPAのような華やかな香りとラガーなら

輸入ビール

ホップを
ホクルツ
すっきり

ブルックリン ラガー

クラフトビー ル

グランドキリン IPL
（インディア・ペールラガー）

1842年にチェコのピルゼンで誕生し、広
く世界で浸透しているピルスナータイプ
の元祖として知られるビール。苦味、甘
味、香りが絶妙なバランスで調和された
味わいを楽しめる。
生産者／プルゼニュスキー プラズドロイ

Imported Beer

産地／チェコ タイプ／ ピルスナー
度数／4度以上5度未満（4.4度）
容量／330mL

im6
リキュール

し

価格／希望小売価格は設定なし
アサヒビールお客様相談室 70120-011-121

輸入ビール

グロールシュ
プレミアムラガー
イタリア

大西洋横断レースで最速となったイタリ
ア客船に贈られた「ブルーリボン賞」に
インスピレーションを受け名付けられた
「青いリボン」という名のプレミアムイタ
リアンビール。
産地／イタリア
タイプ／ ピルスナー
度数／4.5度以上5.5度未満（5.1度）
容量／330mL
価格／希望小売価格は設定なし
アサヒビールお客様相談室 70120-011-121

輸入ビール

ドラフトギネス
オランダ

オランダ発のグロールシュはスイングト
ップボトルが特長で、飲みたいときにキ
ャップを開けて飲めるので、アウトドアや
レジャーにも最適。
産地／オランダ
タイプ／ ピルスナー
度数／5度
容量／450mL
価格／希望小売価格は設定なし
アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

チューハイ・カクテル

ペローニ
ナストロアズーロ

輸入ビール

アイルランド

クリーミィな泡とコクのある味わいが特
徴。アイルランド生まれのスタウトビー
ル。1759年、アーサーギネスという一
人の男の夢から始まり、現在では世界
150カ国以上で飲まれている。なめらか
に深い黒の贅沢を、ゆっくり時間をかけ
て楽しみたい。
生産者／ギネス社 産地／アイルランド
度数／4.5度 容量／330mL
価格／希望小売価格は設定なし
キリンビール 70120-111-560

ギネス オリジナル
エクストラスタウト
輸入ビール

て造りあ
ラフトビ

し

アイルランド

香ばしく爽やかなキレ味。1821年に確
立したレシピを引き継ぐオリジナルスタ
ウト。
生産者／ギネス社
産地／アイルランド
度数／5度
容量／330mL
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール
70120-111-560

ALE

の白ワイ
小麦麦芽

のホワイト

アサヒスタイルフリー
〈生〉
発泡酒

発泡酒
Low Malt Beer

し

「糖質0※」の発泡酒。すっきり爽快な飲
みやすさとしっかりした麦の味わいが特
〈生〉製法で本格的な飲みごたえ。糖
長。
質の気になる方にも嬉しい商品。※食品
表示基準による
度数／4度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
※リターナブルびんには、びん保証金（＊＝５円）が加算されます。
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発泡酒

ビール

アサヒスタイルフリー
パーフェクト
発泡酒
「プリン体0※1」
「糖質0※2」
「人工甘味料0」
「着色料0」、4つのゼロが特長の発泡酒。ス
タイルフリーブランドならではのすっきり爽快

新ジャンル

ウイスキー

な後味、高めのアルコール度数6％によるしっ
かりとした満足感を楽しむことのできる商品。
※1 100ml当たりプリン体0.5mg未満を「プリ
ン体0」と表示。※2 食品表示基準による
度数／6度 容量／500mL 350mL

アサヒ本生ドラフト
発泡酒

アサヒ本生
アクアブルー
発泡酒

「コクとキレのジャストバランス」を高次

心地よいコクとスッキリとした後味の爽

元で実現。
「これぞ、コクキレ。飲みごた

快なおいしさ、開放的ですがすがしい気

え」の本格・生の発泡酒。
タイプ／ 生
度数／5.5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

分を提供する糖質50%オフ（アサヒ本生
ドラフト比）の発泡酒。
タイプ／ 生
度数／5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

価格／希望小売価格は設定なし

ブランデー

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒ レッドアイ

オリオン
麦職人 缶

淡麗極上〈生〉

スピリッツ

発泡酒

発泡酒

KAGOMEのトマト1個分の果汁（※）を使

スッキリとした飲みやすさと、麦とホッ

コクとキレが高まり、淡麗史上最も力強

用した、
トマトのビアカクテル「レッドア

プの爽やかな味わいが特長の発泡酒。
産地／沖縄県
タイプ／ 生

い飲みごたえを実現した。
タイプ／ 生

度数／5.5度

イ」。ビール類ならではののど越しにトマ
トの果汁感が加わって、すっきりとしなが
らもコクのある味わいが特長。※原料ト

im6

む ぎ しょく に ん

発泡酒

度数／5.5度

リキュール
チューハイ・カクテル

マト1個あたり平均約80gとして、 1個分
のトマト果汁を使用している。
度数／3度 容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

容量／（びん）633mL
（缶）500mL 350mL 250mL 135mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

キリンビール
70120-111-560

淡麗グリーンラベル

淡麗プラチナダブル

サッポロ
極ZERO

発泡酒
糖質70％オフ※と、うまさと飲みやすさ
が調和した「爽快なうまさ」が特長の発
泡酒。※日本食品標準成分表2015によ

発泡酒

ゼ

ロ

発泡酒

うまさを追求し続ける淡麗シリーズから
出た、「プリン体0.00×糖質0」※1※2の機

世界初プリン体0.00、糖質0、人工甘味料0の3つ
のゼロはそのままに、飲みごたえまでよくばった。

能系発泡酒。※1 100ml当たりプリン体

※ 発泡酒において世界で初めて100ml当たりプ
リン体ゼロ、糖質ゼロ、人工甘味料不使用を実現

容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

0.005mg未 満を「プリン体0.00」と表 示
※2 栄養表示基準による
度数／5.5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

る
タイプ／ 生
度数／4.5度

ゴ ク

した商品（当社調べ） ※ 栄養表示基準に基づ
き、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロと表示
※ 100ml当たりプリン体0.005mg未満をプリン体
0.00と表示
度数／5度 容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし
サッポロビール 70120-207800

クリアアサヒ
新ジャンル
麦の味わいとホップの心地よい香り、雑
味のないクリアなおいしさが特長。原
料、製法にこだわり 泡までおいしい 中
味を追求した。
度数／5度
容量／500mL 350mL 250mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

クリアアサヒ
贅沢ゼロ
ぜ い た く

新ジャンル
「贅沢な麦の味わいが楽しめる、アルコ
ール6％・糖質0※」の新ジャンル。※食
品表示基準による
度数／6度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒ オフ
新ジャンル
プリン体0（※1）、糖質0（※2）、人工甘味
料0、カロリー最少級（※3）の新ジャンル。
麦の味わいとすっきりした飲みやすさが特
長。※1 100ml当たりプリン体0.5mg未満を
「プリン体0」と表示。※2 食品表示基準に
よる ※3 発泡酒をベースとした当社「リ
キュール（発泡性）①」比
度数／3％以上4％未満度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし
アサヒビールお客様相談室 70120-011-121

アサヒ アクアゼロ
新ジャンル
3種のミネラル仕込みによる飲みごたえ
が特長の糖質ゼロ（※）新ジャンル。
（食
物繊維入り）※食品表示基準による
度数／4度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121
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新ジャンル

新ジャンル

プレミアムビールのような上質さと贅沢

すっきりとした軽快な味わいで、飲みや

飲みごたえを楽しめる本格新ジャンル。

感を味わえる新ジャンル。麦を贅沢に使

すさと爽快感を追求した新ジャンル。

※麦芽・大麦・スピリッツ（大麦）を使用。
ホップ使用量を除く。
度数／5度

用し、原麦汁エキス濃度を高めることで
コク深い麦の味わいを実現。チェコ・ザ

（税率適用区分：リキュール（発泡性）

容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

一部使用し、爽やかで高貴な香りとバラ
ンスのとれた味わいに仕上げている。
度数／6度 容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

オリオン
スペシャルエックス 缶

オリオン
ゼロライフ 缶

キリン のどごし〈生〉

容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

新ジャンル

糖質ゼロ（食品表示基準による）という

すっきりしたのどごしと、しっかりしたう

より、
「洗練されたキレ味」を実現。
「グッ

機能性に加え、軽やかな飲み口が特長
の新ジャンル。
（税率適用区分：リキュ

まさを実現した「キリンの太鼓判」。
度数／5度

ール（発泡性）①）
産地／沖縄県

容量／500mL 350mL 250mL
価格／希望小売価格は設定なし

性）①）
産地／沖縄県
度数／6度

度数／3度以上4度未満
容量／500mL 350mL

im6

価格／希望小売価格は設定なし

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

キリンビール
70120-111-560

キリン のどごし
ZERO

キリン のどごし
STRONG（ストロング）

本麒麟

き

り ん

新ジャンル

味料0の3つ

飲んだ瞬間にのどにグッとくるコクと後

「アルコール7％」と「高発酵技術」で、

「ビールに近い味覚（高品質）」に応え

よくばった。

味のキレにこだわることで、糖質ゼロ※
1、プリン体ゼロ※2でありながら、 のど

力強い飲みごたえがありながら、すっき
りとしたキレのある後味で、ビールに近

た新ジャンル。
ドイツ産ホップ（一部使

ごし らしい飲みごたえのあるうまさを実
現。※1 食品表示基準による。※2 100ml

いうまさを実現した味わい。
度数／7度
容量／500mL 350mL

ml当たりプ

使用を実現

基準に基づ

ゼロと表示

をプリン体

mL

し
0

い香り、雑

特長。原

いしい 中

当たりプリン体0.5mg未満のものをプリ
ン体0と表示。※2 食品表示基準による
度数／4度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

みごたえ
ンル。
（食

よる

し

用）による爽やかで上質な苦味。長期低
温熟成による、雑味のないコクのある味
わい。アルコール分6％の飲みごたえと
引き締まった後味が特徴。
度数／6度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール 70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリン 濃い味
〈糖質0（ゼロ※）〉

サッポロ
麦とホップ

サッポロ
麦とホップ〈黒〉

新ジャンル

新ジャンル

新ジャンル

麦とホップだけでつくる素材へのこだわ
りはそのままに、麦のうまみを感じられ
るよう、麦原料を増量。さらに大麦由来
の雑味を低減し、より良い後味に磨きを
かけた。
度数／5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

深 いコクを付 与 する黒 麦 芽を一 部 使
用。さらに、
じっくりと時間をかけて熟成
することで、深みあるロースト香と凝縮
されたうまみを実現した。
度数／5度
容量／500mL 350mL

キリンビール
70120-111-560

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール
70120-207800

サッポロ
麦とホップ〈赤〉

サッポロ
ドラフトワン

サッポロ
GOLD STAR

コク、飲みごたえが実感できる糖質ゼロ
の新ジャンル。濃い味の、糖質ゼロ。※
栄養表示基準による
度数／2.5度以上3.5度未満
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

し

ロ

価格／希望小売価格は設定なし

新ジャンル

チューハイ・カクテル

新ジャンル

ほ ん

リキュール

容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

新ジャンル

スピリッツ

新ジャンル

「シャープなのどごし」と、高濃度醸造に
とくる飲みごたえ」が楽しめる新ジャン
ル。
（税率適用区分：リキュール（発泡

L 135mL
し

①）
産地／沖縄県
度数／4.5度以上5.5度未満

ブランデー

新ジャンル

ーツ産の最高級ファインアロマホップを

ウイスキー

新ジャンル
冴えるシャープなキレと麦100％（※）の

し

最も力強

オリオン
サザンスター 缶

※この商品は6缶パックのみ
価格／希望小売価格は設定なし

ゴ

ー

ル

ド

ス

タ

ー

新ジャンル

新ジャンル

カラメル麦芽による美しい赤色と、甘く
香ばしい麦の旨みはそのままに、深くま
ろやかなコクに磨きをかけた、ワンラン
ク上の麦とホップ〈赤〉。
度数／6度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

あざやかなキレ味で、スッキリうまい。
度数／5度
容量／470mL 330mL
価格／希望小売価格は設定なし

力強く飲み飽きないうまさ。黒ラベルで
採用している 旨さ長持ち麦芽 を一部
使用。ヱビスで採用している ドイツバ
イエルン産アロマホップ を一部使用。
黒ラベルとヱビスの仕込方法であるダ
ブルデコクション法を採用した。
度数／5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール
70120-207800

サッポロビール
70120-207800

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
※リターナブルびんには、びん保証金（＊＝５円）が加算されます。
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新ジャンル

ビール

サッポロ
ホワイトベルグ

サントリー
金麦
き ん む ぎ

新ジャンル

新ジャンル

ベルギーのホワイトビールに用いられる

発売13年目にして初めての大刷新。過

ビールテイスト・ドリンク

ウイスキー

コリアンダーシードとオレンジピールが

去最大量の麦芽を使用し、より麦のうま

奏でるフルーティーで爽やかな飲み口。
度数／5度

みがあり、一口目の満足感が感じられる

容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

味わいに仕上げた。
度数／5度
容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

ブランデー

サッポロビール
70120-207800

サントリーお客様センター
70120-139-310

アサヒ ドライゼロ

スピリッツ

ビールテイスト・
ドリンク

ビールテイスト
ドライなノドごし と クリーミーな泡 の
ビールらしい飲みごたえと、食事に合う
すっきりした味わいを楽しめる。しかも
カロリーゼロ※、糖質ゼロ※。※食品表
示基準による
度数／0.00度

Beer Taste Drink

容量／500mL 350mL 334mL（小びん）
価格／希望小売価格は設定なし

im6
リキュール

アサヒビールお客様相談室
70120-011-121

チューハイ・カクテル

アサヒ
ドライゼロフリー
ビールテイスト
ドライなノドごしとすっきりクリアな味わ
いを楽しめるノンアルコールビールテイ
スト。
「アルコールゼロ」「カロリーゼロ
※1」「糖質ゼロ※1」「プリン体ゼロ※
2」に「人工甘味料ゼロ」を加えた5つの
ゼロを実現。※1 食品表示基準による
※2 100ml当たりプリン体0.5mg未満を
「プリン体0」と表示している。
度数／0.00度 容量／500mL 350mL
価格／希望小売価格は設定なし

アサヒ
ヘルシースタイル
ビールテイスト

特定保健用食品

オリオン
クリアフリー 缶
ビールテイスト

食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする
特定保健用食品のノンアルコールビールテイス

クリアな味わいとビールらしい後味が特

ト清涼飲料。ビールらしく食事にぴったりの味わ
いをカロリーゼロ※、糖質ゼロ※で実現した。毎

リー、プリン体）のノンアルコールビー
ルテイスト飲料。
産地／沖縄県
度数／0.00度

日の食事を、さらにカラダにうれしいものにして
くれる。※食品表示基準に基づき、エネルギー
5kcal（100ml当たり）未満をカロリーゼロ、糖質
0.5g（100ml当たり）未満を糖質ゼロとしている。
度数／0.00度 容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

徴の4つのゼロ（アルコール、糖質、カロ

容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

アサヒビールお客様相談室 70120-011-121

アサヒビールお客様相談室 70120-011-121

オリオン
クリアフリー びん

パーフェクトフリー

キリン
零ICHI（ゼロイチ）

ビールテイスト

ビールテイスト

ビールテイスト

クリアな味わいとビールらしい後味が特
徴の4つのゼロ（アルコール、糖質、カロ
リー、プリン体）のノンアルコールビー
ルテイスト飲料。
産地／沖縄県
度数／0.00度
容量／334mL
価格／希望小売価格は設定なし

難消化性デキストリンの働きにより、脂
肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやか
にするダブルの機能をもった、機能性表
示食品のノンアルコールビールテイスト
飲料。カロリー 0※ 糖類0※。※食品表
示基準による
度数／0.00度
容量／350mL
価格／オープン価格

「一番搾り製法」で、麦のうまみをてい
ねいに引き出した、おいしさが特徴。上
品なコクとすっきりした後味のノンアル
コール飲料。
度数／0.00度
容量／500mL 350mL 250mL

オリオンビールお客様相談室
1098-877-5050

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

キリン
グリーンズフリー

サッポロ プレミアム
アルコールフリー

キリン カラダFREE
（カラダフリー）
ビールテイスト

機能性表示食品

ビールテイスト
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しさの

SLが

334mL＊
（びん）
価格／オープン価格

ーがあ

によっ

ンのあ

理を提

要予約

月前の

ホーム

http://

ビールテイスト

史上初※！お腹まわりの脂肪を減らすノ
ンアルコール・ビールテイスト飲料。
※熟成ホップ由来苦味酸を機能性関与
成分として初めて販売された商品
度数／0.00度
容量／350mL
価格／オープン価格

香料・糖類・人工甘味料無添加。ホップ
本来の爽やかな香りを丁寧に引き出す
「ホップアロマ製法」を採用し、ゴクゴク
飲める雑味のない味わいとすっきりした
後味。
度数／0.00度
容量／500mL 350mL
価格／オープン価格

普段からビールを愛飲し、ビールの旨さ
にこだわっている方の期待に応えるア
ルコール0.00％ノンアルコールビールテ
イスト飲料。麦芽100％麦汁使用。
度数／0.00度
容量／350mL缶 334mLびん
価格／希望小売価格は設定なし

キリンビール
70120-111-560

キリンビール
70120-111-560

サッポロビール
70120-207800
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Column

H 297 × W 210 mm

ＣＳ３

特定保健用食品

をおだやかにすることに加え、アルコー

わいによる自然な後味。くつろぎ時間に

ル、プリン体、カロリー、糖類がすべて
ゼロ。※プリン体0：100ml当たり0.5mg

ふさわしい、新たなおいしさ。
度数／0.00度

ゼロ」「プリン体ゼロ」の4つの ゼロ を実現し
た機能面のみならず、 麦の旨み すっきりとし

未満をプリン体0と表示しています。※

容量／350mL

ルらしいおいしさ の元となる香りを再現すると

カロリー 0、糖類0：食品表示基準による
度数／0.00度

価格／希望小売価格は設定なし

ともに、炭酸ガス圧を高め、香りと喉への刺激に
よる 気持ちの良い軽快なのどごし を実現。
度数／0.00度
容量／500mL 350mL 250mL
価格／希望小売価格は設定なし

サッポロビール
70120-207800

ブランデー

サントリーお客様センター 70120-139-310

博物館ガイド

サッポロビール／ヱビスビール記念館

ソードを語る。1987年まで実際に使われていた
銅釜を挟んだコミュニケーションステージで飲む

珍しい単独ブランドを冠した記念施設で、ヱビス

ヱビスビールは格別。40分のツアー。

スピリッツ

ヱビスビールの生誕120年の2010年2月25日
にオープンした
「ヱビスビール記念館｣。国内でも
ビールの歴史とその時代背景を紹介した展示コー
ナーをはじめ、各種ヱビスが飲めるテイスティン
グサロン
（有料）
、ここでしか手に入らないヱビス
グッズをおいたショップがある。

小びん）

一番の目玉は、
「ヱビスツアー」
（大人500円）
。
ヱビスのエキスパートであるブランドコミュニケ
ーターがヱビスの歴史だけでなく、興味深いエピ

所 在 地 東京都渋谷区恵比寿4-20- １
（サッポロビール㈱本社地下１階）
電話番号 ０３
（５４２３）
７２５５
交
通 ＪＲ、地下鉄・恵比寿駅より徒歩１０分
（動く歩道あり）
休 館 日 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
開館時間 11:00〜19:00
入 館 料 無料（ツアーは有料）

博物館ガイド

糖質、カロ

ールビー

し

◆北海道千歳工場

◆滋賀工場

所 在 地 北海道千歳市上長都949-1
電話番号 0123（24）5606
交
通 JR千歳線「千歳駅」から無料バス
（土日・祝日のみ）
案内時間 9:30〜最終回15:30

所 在 地 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺1600
電話番号 0749（48）2810
交
通 JR南彦根駅からバス10分／
近江鉄道スクリーン駅から徒歩15分
案内時間 10:30〜最終回15:00

◆仙台工場

◆神戸工場

所 在 地
電話番号
交
通
案内時間

所 在 地 兵庫県神戸市北区赤松台2-1-1
電話番号 078（986）8001
交
通 JR・神鉄 三田駅、神鉄フラワータウン駅から
無料バス
案内時間 9:30〜最終回15:40

宮城県仙台市宮城野区港2-2-1
022（254）2992
JR仙石線多賀城駅から無料バス
9:30〜最終回15:30

◆取手工場
所 在 地 茨城県取手市桑原188-1
電話番号 0297（72）8300
交
通 常磐線・常総線取手駅から徒歩20分、
タクシー 5分
案内時間 10:00〜最終回15:00

◆岡山工場

◆横浜工場

◆福岡工場

ーがある横浜工場、花園のある福岡工場など工場

所 在 地
電話番号
交
通
案内時間

所 在 地
電話番号
交
通
案内時間

によっていろいろな楽しみもある。併設レストラ

◆名古屋工場

北海道から九州まで全国9つのビール工場で無
料の工場見学と試飲が楽しめる。
「一番搾り おい
しさの秘密発見ツアー」
などの見学プランがある。
SLがある千歳工場、ビオトープやバーベキュ

ンのある工場では地元食材を使ったオリジナル料
理を提供。ショップにはオリジナルグッズも充実。
要予約：インターネットまたは電話で予約
（3カ

神奈川県横浜市鶴見区生麦1-17-1
045（503）8250
京浜急行線生麦駅から徒歩約10分
10:00〜最終回16:00

所 在 地 愛知県清須市寺野花笠100
電話番号 052（408）2000
交
通 城北線尾張星の宮駅から徒歩5分／
JR東海道線枇杷島駅から無料バス
案内時間 10:10〜最終回15:10

所 在 地
電話番号
交
通
案内時間

チューハイ・カクテル

キリンビール／ビール工場見学

後味が特

im6
リキュール

し

ム

た後味 そして 軽快なのどごし が特長。 ビー

容量／350mL
価格／希望小売価格は設定なし
サッポロビール
70120-207800

ウイスキー

「アルコール度数0.00％」
「カロリーゼロ」
「糖質

る。しかも
※食品表

特徴。上

ビールテイスト

フルーティーな香りと心地よい麦の味

事に合う

ノンアル

ビールテイスト

史上初！ トクホのノンアルは、糖の吸収

ーな泡 の

みをてい

サントリー
オールフリー

ビール

ビールテイスト

サッポロ
麦のくつろぎ

ビールテイスト・ドリンク

SAPPORO＋
（サッポロプラス）

岡山県岡山市東区瀬戸町万富678
086（953）2525
JR万富駅から徒歩約10分
10:00〜最終回15:30（平日15:00）
福岡県朝倉市馬田3601番地
0946（23）2132
甘木鉄道太刀洗駅から徒歩約15分、無料バス
10:20〜最終回15:20

休 館 日 （9工場共通）月曜日（祝日の場合翌日）、
年末年始休館

月前の1日より受付）
。
ホームページ：
http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/

Column

ルの旨さ
応えるア

ビールテ

用。

し

※「価格」は、原則として「メーカー希望小売価格（消費税別）
」です。
※リターナブルびんには、びん保証金（＊＝５円）が加算されます。
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H 297 × W 210 mm

ＣＳ３
博物館ガイド

サントリー／「ビール工場見学」
サントリーの武蔵野
（東京）
・京都
（京都）
・九州
熊本
（熊本）の各ビール工場では、無料で工場見学
と試飲が楽しめる。

の試飲が待っている。未成年、ドライバーにはソ
フトドリンクを用意している。
併設のショップでは、工場オリジナルグッズが

案内にしたがって、一粒の麦が天然水と出会っ
てからビールができ上がるまでを製造工程順に見
学。ビールの原料である麦芽やホップを手にした

充実しており、お土産にもおすすめ。
また、特別セミナーもあるので、問い合わせて
みるのもよい。

り、実際に使われている仕込設備を前に、現場の
熱気を体感したりと、普段の生活では見ることが

ホームページ：http://suntory.jp/FACTORY/

できない貴重な体験ができる。
見学後は、こだわりの
「ザ・プレミアム・モルツ」

◆サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野ブルワリー
所 在 地
電話番号
交
通
休 館 日

東京都府中市矢崎町3-1
042（360）9591
京王線、 JR分倍河原駅より無料バスで10分、 JR府中本町駅より徒歩15分
年末年始、その他臨時休業日あり
営業時間 9:30〜17:00

◆サントリー〈天然水のビール工場〉京都ブルワリー
所 在 地
電話番号
交
通
休 館 日

京都府長岡京市調子3-1-1
075（952）2020
阪急西山天王山駅より徒歩約10分／無料シャトルバスあり
年末年始、その他臨時休業日あり
営業時間 9:30〜17:00

◆サントリー九州熊本工場
所 在 地 熊本県上益城郡嘉島町大字北甘木字八幡水478
電話番号 096（237）3860
交
通 九州自動車道・御船ICより車で5分JR熊本駅よりシャトルバス45分、
「桜の馬場 城彩苑」入口バス発着所から無
料シャトルバスあり
休 館 日 年末年始、その他臨時休業日あり
営業時間 9:30〜17:00

im6

Column

生ビール
ビール

350mL缶あたりの酒税額の変化
缶あたりの酒税額の変化
種類
種
類
ビール
ビ
ール

税額
額
2019 年
約 77 円

25％≦麦芽比率＜
≦麦芽比率＜
麦芽 率 50
50％ 約 62 円

2020 年 10/1 2023 年 10/1
10/ 2
2026
026 年 10/1
10/
約 70 円

約 64 円

約 55 円

約 59 円

約 55 円

約 55 円

約 47 円

約 47 円

約 47 円

約 55 円

約 28 円

約 39 円

約 47 円

約 55 円

発泡酒
泡
泡酒
麦芽比率＜
率＜ 25％
率
新ジャンル
新ジ
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