
オクトーバーフェスト in さいたまスーパーアリーナけやきひろば
「コエドビール祭 2014」/10月13日（月・祝） 体育の日 開催

出演アーティスト（出演順）
代官山王国 、 トレモノ、 Takuji × 児玉奈央 with 曽我大穂、 バンバンバザール・デラックス

日本を代表するクラフトビールブランドCOEDO(コエド)［株式会社協同商事 代表取締役社長 朝霧重治］は、ドイツのビールの祭典に
敬意を表し、2014年10月13日(月•祝)、オクトーバーフェスト in さいたまスーパーアリーナけやきひろば「コエドビール祭 2014」
を開催します。

“Beer Beautiful（ビアビューティフル）”をコンセプトに、 コエドビールは、ビール本来の豊かな味わいと『ビールを自由に選ぶ』と
いう新たな楽しみ方を提案しています。コエドビール祭では、色・味の異なる既存の5種類のビールに加え、 COEDOの職人が企画を
担当した、コエドビール祭限定の新しいビールが登場。 COEDOビールにあわせたメニューを提供する、飲食店による本格的なフード
ブース、アーティストによる音楽、ワークショップやプレイエリアなど、多彩な企画をご用意します。

輪投げをはじめとするプレイエリアに加え、ワークショップも開催予定。有機野菜のマルシェ、ソフトドリンクも用意し、2014年
も、さらにパワーアップ、お子さま連れでも楽しむことのできるイベントになります。

今年も日本各地より、レストランが参加、本格的な14のフードブースを構えます。（詳細：3P～5P）
参加レストランは、above GRILL & BAR、Beer Cuisine GOSHIKI Roppongi、daikanyama O’KOK、GOOD MEALS SHOP、
Shibuya Fromage倶楽部、TOKYO TAPAS STORE、イタリア料理Y、海麦酒（エビアー）、大野農場 ミオカザロ、川越アート
カフェ エレバート、川越 HATSUNEYA GARDEN ～since 1868 KAWAGOE～ 、渋谷　レストランバー・アミューズメント 、パク
チーハウス東京、東京ビアホール＆ビアテラス14。

ライブには、 代官山王国 、 トレモノ、 Takuji × 児玉奈央 with 曽我大穂、 バンバンバザール・デラックスが登場、（詳細：5P）。

COEDOビールを片手に、秋の味覚溢れる美味しい料理、アーティストのライブパフォーマンスなど、「食」×「音」×「芸」×「舞」= 
「宴」 を五感でお楽しみください。

コエドビール祭2014 開催概要
■ 開 催 日 時 ： 2014年10月13日 月曜日（祝日） 12:00～18:00(予定) ［12:00開場］
■ 会　      場 ： さいたまスーパーアリーナけやきひろば　http://www.saitama-arena.co.jp/
　　　 　　     埼玉県さいたま市中央区新都心8番地 （最寄り駅：JRさいたま新都心駅 駅前）
■ 入  場  料   ： 無料 (ビール販売と飲食は有料)  ■ 集客予想数  :  8,000名
■ コンセプト ： Play Drinking, Pray Drinking  ■ 主         催 ：コエドビール祭実行委員会
■ 後         援 ： 埼玉県     ■ 内         容 ：食 x 音 x 芸 x 舞 = 宴
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オクトーバーフェスト（Oktoberfest)とは
ビールの都ドイツ・ミュンヘンで、秋の収穫を祝い、毎年9月中旬から10月初旬まで16日間にかけて繰り広げられる世界最大のビール
のお祭りです。1810年10月12日ドイツ・バイエルン皇太子ルードヴィヒ王とザクセン・ヒールトブルクハウゼンの王女テレーゼの結
婚式祭典が始まりと言われており、当初は馬が祭りの中心でしたが、1817年からビールが振る舞われるようになり、現在では全世界
から700万人が訪れる収穫＆ビールのビッグイベントです。コエドビールは、このオクトーバーフェストに敬意を表し、毎年イベントを
催し、今回で7回目の開催となります。

「 食 」(Beer & Food)

「音」(Music)

「舞」(Dance)

「 芸 」(Art)
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　COEDOビール販売 

「紅赤-Beniaka-」「瑠璃-Ruri-」「伽羅- 
 Kyara-」「白-Shiro-」「漆黒-Shikkoku-」
 の全5銘柄に加えCOEDOビール祭限定の新
 しい味 全てを樽生ビールでもお楽しみいた
 だくことができます。

 
　ビールと食のマリアージュ

 
 レストランによるCOEDOビール
 と食のマリアージュを味わえる、
 こだわりのメニューを提案しま
 す。（参加レストランは3～5P）

 
 野菜販売　稲葉農園 -採れたて新鮮有機野菜の販売-

埼玉・滑川町、江戸の時代から先代々
受け継がれてきた土地で、大正から昭
和にかけては養蚕、近年ではリンゴ、
ももなどの果樹園を中心に、時代に合
わせた農業を行ってきました。2012
年から、安全で美味しく、作り手の顔
が見えるものを作りたいとの思いから
有機無農薬で米・小麦・野菜を栽培す
る部門を設立。コエドビール祭りでは、
収穫したばかりの採りたて新鮮有機野
菜を自ら産直販売します。

　
　「wanna get COEDO」   （200円/予定）

　

　
　毎年人気の輪投げコーナー、 コエドグッズが当たる輪投げ
　屋さん。コエドビールのアソート、コエドの限定Tシャツ、
　COEDOビール祭で使えるクーポン券など、豪華賞品をご
　用意しています。

  「お面に絵を描こう！」

コエド祭キャラクター「コエド・
アワーズ」のお面に、思い思いの
絵を描くワークショップを開催しま
す。オリジナルのコエド・アワーズ
お面をつけて、コエドビール祭を楽
しみましょう！

　コエド・アワーズとは！？
　コエド・アワーズは、ビールをグラスに注ぐとぷくぷくっと現れる、　
　泡のヒーロー。故郷の埼玉県川越市に思いを馳せながら、ビールで
　世界を笑顔にするため、世界中のグラスの中に現れる。大好きなも
　のは、「ビールを飲んでいる人の笑顔」と「カンパイ！」。
　コエド・アワーズの「アワーズ」は、「ビールの時間を楽しむ」と
　いう想いをこめた「hour」であり、おいしいビールの「泡」でもあ
　ります。

 コエドビール祭り限定ビール2014
　商品名  ：Mandarina Bavaria Pale Ale（マンダリーナバーバリア　ペールエール）
　商品スペック ：アルコール度数：4.8％　IBU：22　SRM：5.7L
  
　ドイツにあるHull研究所（ホップの研究施設）から2012年にリリースされた新種のホップ、Mandarina Bavaria（マンダリーナ・バーバリア）をふん
　だんに使用したペール・エール。ホップ由来の心地良いフルーティなアロマとオレンジ様のほんのり甘い香りが特徴的です。ホップの魅力を引き出すた
　めベースビールはシンプルに、また甘さで重たくなり過ぎないようやや苦味を効かせてバランスを取りました。アルコール度数4.8％と軽めのボディを
　感じつつ切れの良い後味と芳醇なホップの香りをお楽しみください。

　Live：アーティストによるライブ。詳細は5P目をご覧ください。

　コエドビールダンス：COEDOビールオリジナルの盆踊り「コエドビールダンス」。参加者全員が参加できる、この踊りは、毎年最大の盛り上がりを見せています



「食」■飲食店出店ブース 店舗情報、コエドビール祭
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　Beer Cuisine GOSHIKI Roppongi /東京都港区　
　 http://beer-cuisine.com

 　
　六本木交差点から徒歩30秒、そこにCOEDO全5種類の樽生と食と
　のマリアージュをテーマにしたCOEDOファンなら誰もが知る店が
　あります。コエドビールに負けじと劣らぬ個性的なシェフ達が自ら
　選んだ新鮮な魚介をカルパッチョやグリルなどに調理して提供。
　特に、毎年のコエドビール祭りで提供される大人気の「世界一美味
　しいフィッシュ＆チップス」は並んででも必ず食べたい一品。
　今年もコエドビール祭を皆さんと一緒に盛り上げます！

　above GRILL & BAR /東京都港区　
　https://www.facebook.com/abovegrillbar

　「above GRILL＆BAR」がコエドビール祭に初参加！
　「AWkitchen」「やさい家めい」を展開する㈱イートウォークが、　
　東京の新しいランドマークである虎ノ門ヒルズに開店した新しいお
　店です。料理のコンセプトは"Chopstick Cuisine"。全国各地の生産
　者から直送される厳選した食材を使い、オーナーシェフ渡邉明が、
　日本から世界に向け提案する新しい「和」のお料理をお楽しみ頂け
　ます。そして常時COEDO全5種類のタル生をお楽しみいただけます。
　コエドビール祭当日はお店の特徴を生かした、コエドビールに合う
　お料理を総料理長が考案。ABOVEが提案するビールと料理の相性を
　お楽しみくださ い。

　TOKYO TAPAS STORE /ケイタリングユニット

　コエドビール祭のための特別ユニット、東京スタイルのフリースタ
　イルなデリと豪快なバーベキューが今年も登場。ラムのスパイシー
　モロカングリルや300gのビーフステーキを目の前で炭火で焼き上げ
　る様はまさに圧巻。また、様々な料理を自由に5種類組み合わせがで
　きるTAPASプレートは、コエドビール5種類にも合わせられる楽し
　さ！今年もコエドビールが楽しめるメニューラインナップでお待ちし
　ております！

　
　daikanyama O’KOK/東京都渋谷区
　http://garageworks.jp

　2014年4月、代官山駅北口から手を伸ばせば届くほどの距離にオー
　プン。緑の木々に囲まれ、心地よい風を感じられるオープンテラス、
　ガラス張りの開放的なダイニング。週末には店名の由来でもある男性
　三人組み音楽ユニット「代官山王国」として活躍するオーナーが奏
　でる独自のサウンドを美味しいお料理＆お酒と共にお楽しみいただ
　けます。さらにCOEDOを心から愛し、素材の新鮮さを余すことなく
　活かすシェフによる世界の味をおりまぜた季節のビストロ料理をご
　堪能ください。コエドビール祭に初出店、皆さんと一緒にコエドビー
　ル祭りを盛り上げます！最高の時間を一緒に過ごしましょう！　

　
　Shibuya Fromage倶楽部/東京都渋谷区
　http://www.fromageclub.com
　

　
　～チーズとの出会いを楽しめる場所～
　渋谷フロマージュ倶楽部は渋谷道玄坂通り沿いの一階にある10席
　ほどのこじんまりしたチーズバー。「様々なお酒に合うチーズ」を
　コンセプトに食事もできる山小屋のようなお店です。当店のチーズ
　はフランス産をはじめ、イタリア産、スペイン産、更に国産チーズ
　にも特に力を注いでいます。国産チーズは生産者様から市場に出回
　ることのない物を直送。コエドビール祭では、5種類のビールに合
　わせた5種類のチーズアソートセットや、様々なチーズ料理をご提
　供。こだわりのチーズを取り揃えてお待ちしております！

　
GOOD MEALS SHOP
http://www.familyrestaurant.jp/
 

  渋谷並木橋から徒歩２分、HOUSE-MADE ＆ HANDCRAFTを
　キーワードにビーフジャーキーやチキンナゲット、ケチャップや
　マヨネーズ、ナチュラルな素材で作るアイスキャンディまですべて
　手作りのメニューをお楽しみ頂けます。2Fスタンドでは約30種類
　のボトルビール（角打ち/Take Out）や、最新のエスプレッソメ
　ニューを気軽に、3Fダイニングでは7tapのドラフトビールやサイ
　ダー、40種類以上のクラフトジンから選ぶジン＆トニックや6種
　類のオレンジを選べるカシス＆オレンジ などをゆっくりとお楽し
　み頂けます。

   初参加   初参加

   初参加

   初参加
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海麦酒（エビアー）様
http://ebeer.jp/

全国の漁港から直接仕れた新鮮な海老、牡蛎などの魚介類を楽しめる
　海鮮バルがコエドビール祭に初参加！今まで知らなかった豊富な種類
　の海老を取り揃えています。特に長崎県の平戸漁港から直送される希
　少な「うちわ海老」は伊勢海老よりも深い旨味があると云われ、東京　
　ではめったに味わえない珠玉の逸品。プリプリの歯触りとほのかな甘
　みを感じられる活けのお刺身は絶品です。コエドビール祭の当日、
　もしかすると元気に泳ぐ海老を目の前で見ることができるかも！？

川越 HATSUNEYA GARDEN/埼玉県川越市　
http://www.hatsuneya.jp

フレンチをもっと自由に楽しんでいただきたいと、今年は料理人たち
 　が「ビールのおつまみ！」をテーマにアレンジ。
　今年も売切必至！COEDOビールの「カルボナードカレー」や地元特産
　の「さつまいもバター」、
　定番！「有機かぼちゃのスープ」やパティシエ特製スイーツ「安納芋の
　ロールケーキ」など、
　幅広いメニューをご用意して皆様のお越しをお待ちしております。

渋谷　レストランバー・アミューズメント/東京都渋谷区
http://bar-amusement.com

　1980年8月にオープンし今年で満34年を迎えた渋谷駅前に佇むレスト
　ランバー「アミューズメント」。アメリカ映画の中にいるような雰囲気
　が漂う店内で、シェフ自慢の料理と、品質・温度を徹底的に管理した
　樽生ビールを楽しむことができます。COEDOが2007年にモンドセレ
　クション最高金賞をダブル受賞した際には、全国放送テレビニュース番
　組にCOEDOと共に取材を受けました。コエドビール祭りではCOEDO
　の5種類に合わせた特別メニューをご提供！。
　名物マスターと精鋭スタッフが皆様のお越しをお待ちしております。

大野農場　ミオカザロ/埼玉県川越市
http://www.miocasalo.co.jp

小江戸川越の自家農場でパン、牛乳、サツマイモを食べて育った
　「小江戸黒豚」を使い、本格ドイツ製法で手間と時間を惜しまず
　作り上げるハム・ソーセージ工房です。18か月以上の熟成期間を
　経て完成した「長期熟成生ハム」をはじめ、その他COEDOビール
　を使った限定メニューとして本格ドイツソーセージや小江戸黒豚
　モツ煮などをご用意いたします。2013年10月31日には、直営レス
　トラン「小江戸黒豚鉄板懐石 オオノ」が新規オープン。大野農場が
　丹精込めて自ら育てた小江戸黒豚の料理の数々を、オープンキッチ
　ンスタイルの新しいモダンスタイルでおもてなしいたします。

川越アートカフェ エレバート/埼玉県川越市
http://r.gnavi.co.jp/b216803/

COEDOビール5種類全て生ビールで堪能できる、大正ルネサンスを
　今に伝える土蔵造りの洋館カフェ。大きめの手羽先を海老味噌につけ
　てカリッとあげた「海老味噌香る手羽揚げ」や、隠し味として、ピー
　ナッツや黄な粉も入った「〆の担担麺」など、ビールにぴったりの
　メニューをラインナップしました。

　イタリア料理Y/東京都品川区　 
http://www.ne.jp/asahi/itl-y/yamazaki/

　イタリアの伝統料理と、季節の素材を活かしたお料理を気取らずに
　召し上がっていただける小さなお店。おひとりでも気の合う仲間や
　家族でも、お気軽にYY（ワイワイ）と楽しくお過ごし頂けます。
コエドビール祭では、懐かしい味を本格的にアレンジした「大人の
　ナポリタン」や、一つ一つ手作りした「オリーブの肉詰めフライ」
　などをご用意し、イタリアンな純日本人マスターが飛び切りの笑顔　
　で皆様のご来店をお待ちしております！

初参加
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「 音 」(Music) アーティスト情報（出演順）
各界で活躍するミュージシャンによるライブパフォーマンス (無料) で、「収穫の秋」を満喫しましょう。

sunshine live 1 ：代官山王国　            sunshine live 2：トレモノ
http://daikanyamaoukoku.com/                       http://toremono.com/　

sunshine live 3：Takuji × 児玉奈央 with 曽我大穂                                   sunset live：バンバンバザール・デラックス
http://www.takujiofficial.com/                         http://www.ban-ban-bazar.com/
http://naoecho.com/
http://www.cinemadubmonks.jp/
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　東京ビアホール＆ビアテラス14 /東京都千代田区 
http://www.tokyo14.jp

東京・丸の内。高層ビルの間からのぞく空と、きらびやかな仲通り
　を見下ろす場所に、集い・憩い・遊ぶ、パブリックなスペースに
　“東京ビアホール＆ビアテラス14(いちよん)”はあります。まるでサン
　ルームのような店内と、桜や楓の樹木が美しいテラス席は、開放感
　120％。遊び心あるシェフが、神奈川県三浦半島からの魚介・野菜を
　季節感を大切にシンプルに調理します。COEDO全5種類の樽生と、
　肩肘張らないおいしい料理で乾杯。皆様の心と胃袋に幸せをお届けし
　ます。

　パクチーハウス東京/東京都世田谷区
http://paxihouse.com

　全ての料理にパクチーを使用する 世界初のパクチー料理専門店。
　旅先のゲストハウスのような「旅と平和」をコンセプトにした‘交流
　する飲食店‘でもあります。
去年大好評だったスパイシーなラム＆パクチーの「ヤンパク」を
　中心に、たっぷりパクチーの料理をお出しします。
　ビールとパクチーの鉄板マリアージュを堪能してください！
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http://www.ban-ban-bazar.com
http://www.ban-ban-bazar.com
http://naoecho.com
http://naoecho.com
http://www.cinemadubmonks.jp
http://www.cinemadubmonks.jp
http://www.tokyo14.jp
http://www.tokyo14.jp
http://paxihouse.com
http://paxihouse.com


■COEDOビールとは

COEDO(コエド)は、株式会社協同商事 コエドブルワリーの醸造する日本を代表するクラフトビールブランドです。
厳選した天然素材とブラウマイスター直伝の醸造技術により、色・味のまったく異なる5種類を揃え、ビール本来の豊か
な味わいと『ビールを自由に選ぶ』新たな楽しみ方を提案しています。

“Beer Beautiful”をコンセプトに、
(1)  5種類の個性豊かなネーミングと味わい
(2)  職人が紡ぎ出すこだわりの製法
(3)  厳選された天然素材
(4)スタイリッシュなパッケージデザイン

これらを特長に持ち、新たな楽しみ、つまり、気分や料理に合わせて『ビールを自由に選ぶ』 従来のビールのイメージ
とは全く異なるビールの奥深さ、美しい世界、多様性を提案し、創設以来、順調に醸造量を延ばしています。
また、在日ドイツ大使館では大使館御用達ビールとされ、ビールの本場ドイツも認める本格的な味わいは、2010年～
2011年、2014年には、ANAの国内線の「ANA My Choice」のサービスに採用されています。
NY、パリをはじめ、世界の都市に輸出し、好評をいただいています。

< 近年のCOEDOビールの評価＞
2014年　 アメリカで開催の世界最大のビールコンテスト「ワールドビアカップ2014」
  「伽羅」がAmerican Amber Lager部門で銀メダルを受賞
　　　  香港インターナショナルビアアワード
  「漆黒」が黒ビール部門で最優秀賞を受賞
2013年  世界的なビールコンクール「アジアビアアワード」
  「白が」アジアビアアワード金メダル、「瑠璃」が銀メダルを受賞
2012年  欧州最大のビールコンクール「ヨーロピアンビアスターアワード」
  「紅赤」が スペシャリティビール部門にて金メダルを受賞
2011年  欧州最大食品品評会「iTQi」(INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE）
  「白」が三ツ星を受賞。5年連続受賞
  「瑠璃」「伽羅」「漆黒」が二ツ星を受賞。5年連続受賞
  欧州最大のビールコンクール「ヨーロピアンビアスターアワード」
  「漆黒」が黒ビール部門金メダルを受賞
2010年  アメリカで開催の世界最大のビールコンテスト「ワールドビアカップ2010」
  「紅赤」がスペシャルビール部門で銀メダルを受賞
  欧州最大食品品評会「iTQi」(INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE）
  「瑠璃」「伽羅」「漆黒」「白」が二ツ星を受賞。4年連続受賞
2009年  欧州最大のビールコンクール「ヨーロピアンビアスターアワード」
  「紅赤」が特別ビール部門シルバーアワード受賞
  欧州最大食品品評会「iTQi」(INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE）
  世界7番目となるクリスタルテイストアワードを受賞

▼写真素材のご要望等、掲載・取材に関するお問合せ先▼
COEDO プレスサポート：株式会社ハウ　info@how-pr.co.jp Tel:03-5414-6405,  Fax:03-5414-6406

▼読者問い合わせ先 (クレジット記載) ▼
コエドブルワリー  Tel:049-259-7735　　URL: http://www.coedobrewery.com/

 　　2014年9月
プレスリリース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        株式会社協同商事 コエドブルワリー
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