2022 年９月吉日
コピス吉祥寺

コピス吉祥寺初のオクトーバーフェストも！

『吉祥寺 BEER and WALK』初開催
秋空の下、本場のドイツビールやクラフトビールを多数ラインナップ
開催期間：2022 年 10 月 7 日（金）～10 月 10 日（月祝）
コピス吉祥寺（所在地:東京都武蔵野市）は、2022 年10 月７日（金）～10 日（月祝）の 4 日間、「吉祥寺BEER and WALK」
を開催します。本イベントでは、コピス吉祥寺の屋上広場（A 館 3 階 GREENING 広場）で開催する「オクトーバーフェスト」をはじめ、1
階ではイベント期間限定でクラフトビールのキッチンカーや「三浦屋」の POPUP が登場、更にコピス吉祥寺に隣接する商店街からクラフトビ
ールを提供する 2 店舗「YONAYONA BEER WORKS（吉祥寺店）」「CRAFT BEER MARKET（吉祥寺ペニーレーン店）」も
参加し、吉祥寺の秋空の下、“飲んで、歩いて、巡って楽しむ”ビールイベントを盛り上げます。

<コピス吉祥寺初のオクトーバーフェストを開催＞
オクトーバーフェストとは、ドイツ・ミュンヘンで 1810 年から開催されてきたビールのお祭りです。コピス吉祥寺で初開催となる「オクトー
バーフェスト」では、6 種類のドイツビールが登場！オクトーバーフェストのために製造されるプレミアムなビール「ホフブロイ オクトーバーフ
ェストビア」をはじめ、ヴァイスビールの王様「ホフブロイ ヴァイスビア」や「ホフブロイ ドゥンケル」「トゥーハー・へレス・ヘーフェ・ヴァイツェン」
など、本格的なドイツビールをお届けします。またドイツソーセージマイスター直伝のレシピを受け継ぎ世田谷経堂に店舗を構える
「Ingo Bingo」の本格ソーセージの他、ドイツならではのフードも充実。オクトーバーフェストでお馴染みの、ドイツ民謡を愛する音楽
バンド「アルピナ」による生演奏もお楽しみいただけます。

＜キッチンカーやビールスポットも登場！＞
今回、メイン会場のコピス 3 階 GREENING 広場を飛び出し、コピス吉祥寺 1 階ふれあいデッキこもれびにはクラフトビアのキッチンカ
ーが、同じく 1 階コンコースには、品質第一主義のスーパー「三浦屋」の POPUP が登場！キッチンカーでは、元ブルワーの店主が厳
選したクラフトビールを味わえる「day1」と、2017 年に醸造を始めたブルワリー「TDM1874 Brewery」が日替わりで出店。「三浦
屋」からは、普段店頭に並ばない三浦屋厳選のビールが勢ぞろい。ビールにぴったりな乾きものや作り立てのおつまみも併せてご提案
します。

＜開催期間限定の飲み比べビールを楽しもう！＞
コピス吉祥寺の「オクトーバーフェスト（会場：A 館 3 階 GREENING 広場）」「クラフトビアキッチンカー（会場：A 館 1 階ふれあ
いデッキこもれび）」、「YONAYONA BEER WORKS（吉祥寺店）」、「CRAFT BEER MARKET（吉祥寺ペニーレーン店）」

では、本イベント限定の“飲み比べビール”が登場！本格的なドイツビールからこだわりのクラフトビールまで、多様なビールを少量ずつ
お楽しみいただけます。
あれもこれもどれも飲みたい！そんなあなたのためにコピス吉祥寺がお届けするビールイベント「吉祥寺 BEER and WALK」です！

＜本格的なドイツビールからこだわりのクラフトビールまで！＞
＜SPOT1＞ 「オクトーバーフェスト」（場所：コピス吉祥寺 A 館 3 階 GREENING 広場）
人気のホフブロイ 3 種が登場！

ホフブロイ ヴァイス

ホフブロイ ドゥンケル

きめ細かく豊かな泡立ち。フルーティーであり
ながらシャープな味わいはまさにヴァイスビー
ルの王様です。

1959 年の創設時に醸造された初のダークビ
ール。どんな場面にもあう伝統的なミュンヘン
スタイルはバイエルンビールの原型です。

ホフブロイ オクトーバーフェストビア
フェストビア

オクトーバーフェストといえばこのビール！爽やかな
苦みとほのかな甘みが絶妙でごくごく飲めるビール。
オクトーバーフェストの為に製造されるプレミアムな
ビールです！

【ドイツビール 3 種飲み比べセット】

ビットブルガー

トゥーハー・へレス・ヘー
フェ・ヴァイツェン

オクトーバーフェストの中心を担
うホフブロイ・ミュンヘンの味わい
を一度にお楽しみいただける「ホ
フブロイ 3 種」と、フルーティーな
味わいが特徴のトゥーハー・へレ
ス・ヘーフェ・ヴァイツェンをはじめ
とする「ドイツを代表するビール 3
種」をご用意。
（200ml×3 種 1,700 円）

ケストリッツァー

＜SPOT2＞ POPUP①「キッチンカー」（場所：コピス吉祥寺 A 館１階ふれあいデッキこもれび）
POPUP②「三浦屋」（場所：コピス吉祥寺 A 館 1 階コンコース）
day1（10/7,８,10 出店）

TDM1874Brewery（10/9）

RIO BREWING＆CO.
TOKYO BAYCOAST IPA
小麦とオーツ麦を加えた、滑らかで苦みを抑えたイ
ーストコースト IPA。アメリカンホップのフルーティーな
香りが特徴的で、食事にもよく合うバランス、ドリン
カビリティーな一杯です。

秋びより
スパイシー＆モルティ―な味わいの、秋限定ビール
です。モルトのキャラクターがたち、香ばしく、ほのか
に甘みを感じる一杯。製造量が少なくなかなか出
会えないブラウンエールです。

【day1 ２種飲み比べセット】
大人気のビアスタイル「IPA」を
飲み比べ！アメリカンホップのフ
ルーティーな香りが特徴の
EAST COAST IPA と、適度な
甘さがありホップ由来のジューシ
ー な アロ マ が 相ま って 後を引 く
Hazy IPA をご用意。
（150ml×2 種 800 円、
350ml×2 種 1,200 円）
（150ml×2 種 800 円）

三浦屋（全日）

コナビール ロングボードラガー
引き締まった味わいと、程よい苦みのすっき
り・爽快なビール！日本人に馴染みの深い
ラガースタイルのビールです。

【TDM1874Brewery 飲み比べ用ハーフサイズ】
色々な味を楽しみたいという方に
は、飲み比べ用ハーフサイズをご
用意。全種類飲み比べしてみた
り、気になるビールを少し味わって
みて、気に入ったビールをフルサイ
ズで頼んでみる、そんな楽しみ方
もおススメです！
（200ml×1 種 400 円）

＜SPOT3＞ ビアスポット①「YONAYONA BEER WORKS」（場所：元町通り）
ビアスポット②「CRAFT BEER MARKET」（場所：ペニーレーン）
YONAYONA BEER WORKS

CRAFT BEER MARKET

軽井沢ビール クラフトザ
ウルス ペールエール

山の上ニューイ
甲信地方(長野・山梨)限定ビール
がビアワークスに登場！両県にルーツ
をもつ伝統的ホップ品種を革新的な
ホッピング製法で仕上げた渾身の一
杯。緑豊かな自然感じるハーバルで
ウッディなアロマのビールです。

Drink All Day

Alternative IPA

天地を突き抜ける衝撃のホップ香
が特徴の軽井沢限定ビール！グ
レープフルーツを思わせる鮮烈なホ
ップ香。さわやかな苦みとモルトの
甘味のバランスが良い、上品なペ
ールエールです。

ガツンとキャラクターは立っているに
もかかわらずスルッと飲めてしまうヤ
バいやつ！シトラス全開、ほんのり
トロピカル。IPA らしいしっかりした
口当たりも楽しめます。

【YONAYONA BEER WORKS
3 種飲み比べセット】

ドイツのケルン地方で作られている
ケルシュというスタイル。ラガーを思
わせる喉越しのスッキリ感と酵母
由来のフルーティーさを楽しむこと
のできるエールです。

【CRAFT BEER MARKET
おすすめ 3 種飲み比べセット】

よなよなビアワークススタンダードビール
6 種の中から 3 種お好きなビールをお
選びいただけます。王道ペールエール
のよなよなエールはもちろん、白ビール
のベルジャンホワイトから黒ビールのロ
ブストポーターまで幅広くビアスタイル
をラインナップ！
100ml×3 種 800 円

BEERandWALK 限 定 ！
CRAFT BEER MARKET が
提供するクラフトビールの中か
ら 3 種を厳選。秋にぴったりの
3 種をご提案します。
100ml×3 種 800 円

※画像はイメージです。
※各掲載ビールは無くなり次第終了となる場合がございます。
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
※価格は全て税込みです。

＜商店街とコラボレーション！＞

今回、コピス吉祥寺に隣接する「吉祥寺元町通り商店街振興組合」と「ペニーレーン商店会」とのコラボレーションが実現しました！
本イベント開催期間に、2 日間限定で、元町通り商店街には憩いの場「元町通りテーブル」が登場。テーブルやチェアが設置され、
普段は道路として使用されている元町通りが、吉祥寺を楽しむ皆様がほっと一息できる空間に！「吉祥寺 BEER and WALK」で
購入したビールやフードはもちろん、コーヒーを飲んだり、読書をしたり、おしゃべりしたり、思い思いの時間を過ごしていただけます。また、
ペニーレーンには、真っ赤なハイテーブルが設置され、まるでバルのような特別な雰囲気を味わえます。（詳細は、タイムスケジュール
参照）

＜タイムスケジュール＞
■吉祥寺 BEERandWALK
SPOT
SPOT1
SPOT2

開催場所

オクトーバーフェスト
ポップアップ

３階GREENING広場
コピス吉祥寺
A館

ビアスポット

10/8(土）～９(日）

10/10(月祝）

11：00～21：00

11：00～19：00

12：00～21：00

12：00～19：00

1階ふれあいデッキこもれび
（キッチンカー）
1階コンコース（三浦屋）

SPOT3

10/7(金）

16：00～21：00

元町通り
（YONAYONA BEER WORKS）
ペニーレーン
（CRAFT BEER MARKET）

■＜同時開催＞元町通りテーブル・ペニーレーンテーブル
名称

場所

10/7(金）

10/8(土）～９(日）

10/10(月祝）

元町通りテーブル

元町通り

ー

14：00～20：00

ー

ペニーレーンテーブル

ペニーレーン

16：00～21：00

12：00～21：00

12：00～19：00

