HOPPING MAP!

ドイツ生まれのビールの祭典！
BEER POINT

10月7日（金）から10日（月・祝）の4日間、
コピス吉祥寺周辺エリアがビアフェス会場に！
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あちらこちらで限定飲み比べビールを販売、ストリートには特設テーブルやベンチも登場。

16:00~21:00

10.8 (SAT)

はじめ、6 種類のドイツのビールが登場。ドイツソーセージマイスター直伝のレシピ

12:00~19:00（オクトーバーフェストは 11: 00~ ）

を受け継ぐ
「Ingo Bingo」
のソーセージなどフードも本格的。バンド
「Alpina」
によ
る、オクトーバーフェストでおなじみのドイツ民謡の生演奏も楽しんで！
Alpina LIVE SCHEDULE（各回30分）

ビールもおつまみも大充実のポップアップ
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三浦屋

飲み比べセット
200ml ×3 種
1,700 円

@A 館 3F GREENING 広場

で初開催！このお祭りのために製造される
「ホフブロイ オクトーバーフェストビア」
を

10.10 (MON)

10.7[FRI] >>> 10[MON]
BEER POINT

オクトーバーフェスト

ドイツ・ミュンヘンで200 年以上続くビールの祭典
「オクトーバーフェスト」
をコピス

10.9 (SUN)

12:00~21:00（オクトーバーフェストは 1 1 : 0 0 ~ ）

10.7[FRI] >>> 10[MON]

場

本場ドイツのビールやフードがコピス屋上広場に勢揃い！

吉祥寺の秋空の下、飲んで、歩いて、巡って楽しもう！
10.7 (FRI)

は屋 上 広

！｜

場
｜会

【10.7】
〈3階〉
17:00／19:30 〈1階〉18:00
【10.8・9】
〈3階〉
12:00／14:00／16:00／19:30 〈1階〉17:00
〈3階〉
【10.10】
11:30／13:30／15:30／18:00 〈1階〉16:30

@A 館 1Fコンコース

1 階 のス
トリート
で
練り歩
パフォー き
マンスも
！

コピス吉祥寺のスーパーマーケット・三
浦屋のポップアップストアがコンコースに
登場！国内外の個性派ビールに選りすぐ
りのおつまみ、できたてお惣菜も。「こど
もびいる」
もありますよ。

10.7[FRI] >>> 10[MON]

10.7[FRI] >>> 10[MON]

“ちょい飲み”できる
「ペニーレーンテーブル」
が登場！

自分好みのクラフトビールを見つけよう

coppice-B 館

BEER POINT

02

コナビール
（400 円）
やノンアル
（150 円）
も販売

CRAFT BEER MARKET
@ペニーレーン

多種多様なクラフトビールを取り

10.7[FRI] >>> 10[MON]
名ブルワリーの定番銘柄を飲み比べ
BEER POINT

@ 元町通り

「よなよなエール」
や
「水曜日のネコ」
など
日本を代表するクラフトビールを展開。
好きな3 銘柄を選べる飲み比べセットで
その個性を楽しんで。自慢のクラフトソー

coppice-A 館

飲み比べセット100ml ×3 種 800 円
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3F GREENING 広場
直行エレベーター

知る人ぞ知る個性派ブルワリーが移動販売

day1

TDM 1874 Brewery

1874 年創業、横浜の酒屋「坂口屋」

カーが登場。day1では
「RIO BREWING

の醸造所がキッチンカーで1日限定出
店。IPAやブラウンエールなどスタイル
もいろいろ、ホップやモルトにこだわった

自家製ミートソースのホットドッグも！

個性際立つオリジナル銘柄が楽しい。

特設の「元町通りテーブル」
でビールをゆったり
味わうもよし
吉祥寺駅

&CO.」
など国内ブルワリーから厳選し
た銘柄を販売。自家焙煎コーヒーや

飲み比べセット
150ml ×2 種 800 円／ 350ml ×2 種 1,200 円

10.8[SAT]・9[SUN]

@A 館 1Fふれあいデッキこもれび

「ふれあいデッキこもれび」
にキッチン

飲み比べセット100ml ×3 種 800 円

BEER POINT

00

テイクアウトやお土産にも！
コピス吉祥寺館内でビールが楽しめるショップ＆レストラン
@コピス吉祥寺

自慢のパンが引き立つ
グリル料理と
ビールで乾杯！

10. 9[SUN]

厳選した国内銘柄も、こだわりのフードも

ン！つい飲みすぎてしまいそう。

coppice-A 館

MOTOMACHI-DORI

10.7[FRI]・8[SAT]・10[MON]
@A 館 1Fふれあいデッキこもれび

限定販売。名物の餃子やスパ
イス料理はビールと相性バツグ

FUREAI-DECK

セージもお忘れなく
！

BEER POINT

3 種の飲み比べセットをイベント

CONCOURSE

YONAYONA BEER WORKS

PENNY LANE
PUCHI-ROAD

04

揃えるこちらでは、おすすめ銘柄

飲み比べ用ハーフサイズ 200ml ×1 種 400 円

ベーカリーレストラン
サンマルク
［A 館 3F GREENING 広場］

輸入食材店ならでは、
世界の主要ビール
銘柄が勢揃い！
カルディコーヒーファーム
［A 館 B1F］

ドリンク持ち込みOK！
コピス屋上で
バーベキューはいかが？
※要予約

※お酒は適度な範囲内でお楽しみください。※コピス吉祥寺館内へのお酒の持ち込みはお控えください。※マスクの着用やソーシャルディスタンス・大声での会話をお控えいただく等、感染症対策にご協力ください。
※飲酒運転および未成年の飲酒は法律で固く禁止されています。※雨天決行。ただし荒天時や社会情勢等によって、予告なくイベントを変更・中止する場合がございます。※画像はイメージです。※表示価格はすべて税込です。

デジキュー BBQテラス
［B 館 RF］

ニューヨーカー御用達
カフェでフレンチ
フライセットを堪能
Bubby s
［A 館 1F］

自然食品を取り揃える
店舗でオーガニック
ビールを味わおう
こだわりや
［A 館 B1F］

｜ あなた好みの一杯を探そう！ ｜

a
n
d

ビ ー ル 銘 柄 マッピング
「吉祥寺 BEER and WALK」期間中は各ビアポイントでさまざまなビールが登場します。
ここではそのうち 10 銘柄をピックアップし 味わい でマッピング。ぜひ会場で飲み比べてみて。
※実際に提供される形状とは異なる場合があります。

[苦み弱め]

暁ブルワリー

城端麦酒

ドラゴンアイ サン
オーガニック ゴールデンエール

ブラッドオレンジ

〈CRAFT

BEER MARKET〉

〈こだわりや〉

ブラッドオレンジのフルーツビー
ル。柑橘系のフレーバーが効
いたカクテルのようなジュー
シーな風味は、ビールが苦手な
人でも飲みやすい一杯。

日本名水百選のひとつ「金沢清水」
の湧水に、有機無農薬栽培の麦芽
とホップを使用したオーガニックビー
ル。クセがなく、飲み口は軽やか。

BEER
POINT

02

コナビール

ヒューガルデンホワイト

〈Bubby's〉

〈三浦屋〉

シュヴァルツビア

ヘ[ ビ ー

BEER
POINT

03

01

よなよなエール

BEER WORKS〉

リオ・ブルーイング

国内外のさまざまな賞を受賞、日本
のクラフトビール文化を牽引する王
道の一杯。喉を通った後も柑橘系
の香りが鼻と口に心地よくとどまる。

TDM 1874 Brewery

秋びより

1874 Brewery〉

トーキョー・ベイコーストIPA

〈day1〉

BEER
POINT
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04

ホフブロイ

オクトーバーフェストビア

ライオン・ブリュワリー

〈オクトーバーフェスト〉

その名を冠する祭典のために醸造され
る限定ビール。長期熟成によるまろ
やかな飲み口と、ゴクゴク飲める爽や
かな喉越しはまさにビールの醍醐味。

〈カルディコーヒーファーム〉

BEER
POINT
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10.7 10

BEER
POINT
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ライオン スタウト

コーヒーを思わせる深いコクとリキュー
ルのような上品な甘みが特徴。深く
焙煎した大麦を使用、どっしりとした
飲み応えの重厚感ある黒ビール。

柑橘系の香り高く、スパイシーさと苦
味の巧みなバランスが光る。ベル
ギーの伝統的な醸造文化を受け継
いだ製法のペールエールビール。
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[苦み強め]

イベントの詳細は、コピス吉祥寺のホームページをご確認ください
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-11-5

☎0422-27-2100

BEER
POINT

営業時間 10:00 〜 21:00

【主催】
コピス吉祥寺 【後援】
一般財団法人武蔵野市開発公社 【協力】吉祥寺元町通り商店街振興組合

コピス
吉祥寺
HP

、ペニーレーン商店会、株式会社横浜赤レンガ

MON

BEER
POINT

and
FRI

発酵時期の異なる2 種類をブ
レンドする製法のブラウンビー
ル。甘味と酸味のバランスが
絶妙で、温度による味の変化
も楽しめる秋限定の一品。

00

ヤッホーブルーイング

BEER
POINT

〈YONAYONA

〈TDM

BEER
POINT

]

]

厳選麦芽のエレガントな
芳香、クリーミーな泡とビ
ターチョコのようなまろや
かな苦 味 はドイツの 黒
ビールならでは。かつて
文豪ゲーテも愛飲。

ベルギーの 伝 統 的ホワイト
ビール。オレンジピールやコリ
アンダーシードなどスパイスを
使った清涼感ある味わいは普
段ビールを飲まない人にも◎。

ラ
[ イト

ハワイのカイルア・コナ
町で醸造。アロマホップ
を使用したフレッシュな香
りと軽快なボディの、ハワ
イアンスピリット感じる一杯
は最初の乾杯に最適。

〈オクトーバーフェスト〉

00

ヒューガルデン

ロングボード
アイランドラガー

ケストリッツァー

BEER
POINT

飲 ん で 、歩 い て 、巡 っ て 楽 し む
秋 空 の 下 、ビ ー ル を 味 わ う 4 日 間
元町通りテーブル&ペニーレーンテーブル

