
一関文化センター前広場  一関市大手町2-16

地ビールフェスティバル会場案内図

 一関市・平泉町（0191）

●（一社）一関観光協会 ☎23-2350

●世嬉の一 ☎21-1144

●酒のかんりょう ☎23-3145

●デイリーヤマザキ 一関竹山店 ☎21-8170
　　（一関地区合同庁舎向い）

●一ＢＡ（いちば） ☎48-3838

●一関市役所商業観光課 5階 ☎21-8413

●花泉支所産業経済課 3階 ☎82-2211

●大東支所産業経済課 2階 ☎72-2111

●千厩支所産業経済課 2階 ☎53-2111

●東山支所産業経済課 2階 ☎47-2111

●室根支所産業経済課 2階 ☎64-2111

●川崎支所産業経済課 ☎43-3601

●藤沢支所産業経済課 ☎63-2111

●平泉商工会 ☎46-3560

●（一社）平泉観光協会 ☎46-2110

●ゴールドレンタ平泉 ☎46-4031

●居酒屋 鬼剣舞 水沢中町店 ☎0197-51-1210
　　奥州市水沢区中町23-74

●郷土芸能居酒屋 鬼剣舞 北上店 ☎0197-63-2288
　　北上市北鬼柳32地割44

●CRAFTBEER HOPPERS ☎019-613-8871  
　　盛岡市開運橋通1-3

●坂本酒店 ☎019-622-2451
　　盛岡市盛岡駅前通10-4

●農家cafe フライパン ☎0192-55-3358
　　陸前高田市米崎町字樋の口63-2

●旬菜屋KEN ☎0226-23-9339
　　気仙沼市田中前4-2-3

●Café  かいめんこや ☎090-1169-1523
　　栗原市栗駒岩ケ崎六日町86 

●登米南三陸フェスティバル ☎0220-23-9227 
　　登米市迫町佐沼字西佐沼105 

●茶房クレイン ☎0229-23-0340 
　　大崎市古川北町1丁目6-4 

●スターメイカーカフェ ☎0229-25-4216 
　　大崎市三本木字善並田12-1 

●ご馳走串屋 えびすけ ☎022-395-7118 
　　仙台市青葉区中央1丁目7-1 第一志ら梅ビル地下1階（アエル向）

●なかなか ☎022-263-7090 
　　仙台市青葉区一番町4-7-7 

●ダボス ☎022-211-6816 
　　仙台市青葉区一番町1-6-19 壱番館ビルB1

●AMBER RONDO ☎０２2-２11-5686
　　仙台市青葉区国分町2丁目5-7 YS51ビル2F

●夕焼け麦酒園 ☎022-262-5573
　　仙台市青葉区花京院1丁目2-20

●ブリティッシュ パブ アンドカフェ アーキグラム ☎023-622-7570 
　　山形市十日町2-1-35

●beer bar うしとら ☎03-3485-9090
　　世田谷区北沢2-9-3 

●ビーボ！ビア＋ダイニングバー ☎03-3987-1588 
　　豊島区東池袋1-20-5 七富久ビルB1F 

●Ale House ☎03-3980-4845 
　　豊島区西池袋1-16-8 山口ビルB1F 

●Taki  滝 ☎03-3780-0656 
　　渋谷区桜丘町17-12 渋谷ジョンソンビル3F 

●ビアカフェ ガンブリヌス ☎042-325-0484 
　　国分寺市南町3-16-5 第46東京ビル6F 

●EUROPEAN BEER HOUSE 横浜Cheers ☎045-311-7804 
　　横浜市神奈川区鶴屋町3丁目32-14 新港ビルB1F 

●CENTURY BREAK  ☎0466-25-5688 
　　神奈川県藤沢市鵠沼石上1-4-6 甚伍朗ビル2Ｆ

●Standing Beer Bar 1020  ☎（非公開）
　　大阪市北区天神橋5-6-23 一松食品センター
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地ビールストリート

地ビールストリート 参加店

一ノ関駅周辺の協賛飲食店で
全国の地ビールと自慢の味を楽しもう！
　協賛店で地ビールを注文していただくと、１本につき１枚の

チケット補助券がもらえます。補助券を３枚集めると、地ビール

チケット１枚と交換できます。

　チケットの交換は地ビールフェスティバル開催期間中、イベ

ント本部へお越しください。

※補助券は枚数に限りがありますのでお早目に！

①酒肴庵 喜の川 ☎26-5578

②蔵元レストラン 世嬉の一 ☎21-1144

③居食屋 作 ☎21-4800

④やきとり 山平 ☎23-3658

⑤三彩館 ふじせい ☎23-4536

⑥串揚げ居酒屋 らんたん ☎21-5636

⑦蔵大黒（蔵ホテル一関）  ☎31-3111

⑧Sugar Bar ☎21-5858

⑨杏庵 ☎23-0002

⑩和酒Dining もんど ☎21-8628

⑪Bothy（ボシー） ☎23-0339

⑫手造り料理の店 梅茂登 ☎23-4900

⑬居酒屋 五エ門 一関店 ☎21-5155

⑭和食処 ひさ家 ☎21-5030

⑮居酒屋 こまつ ☎23-5744

⑯定食居酒や 和屋 ☎21-8520

⑰雲龍 ☎23-6034

⑱山海 ☎26-1737

⑲酒菜わらう月 ☎21-3943

⑳月の和み ☎48-5453

㉑手づくりの味 もり湖 ☎21-3519

市外局番（0191）

販売時間は販売所に直接

お問い合せください。前売り券販売所

一関文化センター
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テント席 地ビール販売ブース

飲食（おつまみ）販売ブース

8/18（金）・19（土）・20（日） 提供 地ビール

8/19（土）・ 20（日） 時間指定提供 地ビール

No. 商　品　名

チ
ェ
ッ
ク

都道府
県　名

1 大沼ビール 北海道
2 ノースアイランドビール 北海道
3 奥入瀬ビール 青森県
4 いわて蔵ビール 岩手県
5 銀河高原地ビール 岩手県
6 Sakura Brewery 岩手県
7 夢花まき麦酒物語 岩手県
8 遠野麦酒　ZUMONA 岩手県
9 鳴子の風 宮城県
10 松島ビール 宮城県
11 仙南クラフトビール 宮城県
12 やくらいビール 宮城県
13 秋田あくらビール 秋田県
14 田沢湖ビール 秋田県

No. 商　品　名

チ
ェ
ッ
ク

都道府
県　名

15 地ビール月山 山形県
16 猪苗代地ビール 福島県
17 福島路ビール 福島県
18 牛久シャトービール 茨城県
19 那須高原ビール 栃木県
20 BLUE MAGIC 栃木県
21 ろまんちっく村の地ビール 栃木県
22 うしとらブルワリー 栃木県
23 所沢ビール 埼玉県
24 ハーヴェスト・ムーン 千葉県
25 ロコビア 千葉県
26 ティー ･ワイ･ハーバーブルワリー 東京都
27 Far Yeast/KAGUA 東京都
28 箱根ビール 神奈川県

No. 商　品　名

チ
ェ
ッ
ク

都道府
県　名

29 湘南ビール 神奈川県
30 スワンレイクビール 新潟県
31 エチゴビール 新潟県
32 胎内高原ビール 新潟県
33 城端麦酒 富山県
34 富士桜高原麦酒 山梨県
35 Outsider Brewing 山梨県
36 志賀高原ビール 長野県
37 御殿場高原ビール 静岡県
38 伊豆の国ビール 静岡県
39 箕面ビール 大阪府
40 六甲ビール醸造所 兵庫県
41 プランク・クルーリパブリック ドイツ

No. 商　品　名

チ
ェ
ッ
ク

都道府
県　名

19㈯ 20㈰

11:00~ 14:30~ 11:00~ 14:30~

1 網走ビール 北海道 ●
2 オホーツクビール 北海道 ●
3 のぼりべつ地ビール鬼伝説 北海道 ●
4 Debbie's Pale Ale 青森県 ●
5 田沢湖　湖畔の杜ビール 秋田県 ●
6 常陸野ネストビール 茨城県 ●
7 プレストンエール 栃木県 ●
8 COEDO 埼玉県 ●
9 麦雑穀工房 マイクロブルワリー 埼玉県 ●
10 こぶし花ビール 埼玉県 ●
11 九十九里オーシャンビール 千葉県 ●
12 デビルクラフト・トーキョー・ブルワリー 東京都 ●
13 多摩の恵 東京都 ●
14 ヴィルゴビール 東京都 ●
15 サンクトガーレン 神奈川県 ●
16 ブリマーブルーイング 神奈川県 ●
17 横浜ビール 神奈川県 ●
18 横浜ベイブルーイング 神奈川県 ●
19 奥能登ビール　日本海倶楽部 石川県 ●
20 越前福井ビール 福井県 ●
21 八ヶ丘ブルワリー　タッチダウン 山梨県 ●
22 OH!LA!HO 山梨県 ●
23 よなよなエール 長野県 ●
24 木曽路ビール 長野県 ●
25 南信州ビール 長野県 ●
26 飛騨高山麦酒 岐阜県 ●
27 反射炉ビヤ 静岡県 ●
28 AOI BREWING 静岡県 ●
29 金シャチビール 愛知県 ●
30 Yマーケットブルーイング 愛知県 ●

No. 商　品　名

チ
ェ
ッ
ク

都道府
県　名

19㈯ 20㈰

11:00~ 14:30~ 11:00~ 14:30~

31 長浜浪漫ビール 滋賀県  ●
32 京都町家麦酒 京都府 ●
33 MARCA 大阪府 ●
34 道頓堀麦酒 大阪府 ●
35 國乃長ビール 大阪府 ●
36 ナギサビール 和歌山 ●
37 ボイジャーブルーイング 和歌山 ●
38 Konishiビール 兵庫県 ●
39 曽爾高原ビール 奈良県 ●
40 伊勢角屋麦酒 三重県 ●
41 大山Gビール 鳥取県 ●
42 松江ビアへるん 島根県 ●
43 独歩ビール 岡山県 ●
44 作州津山ビール 岡山県 ●
45 海軍さんの麦酒 広島県 ●
46 梅錦ビール 愛媛県 ●
47 道後ビール 愛媛県 ●
48 ちょんまげビール 山口県 ●
49 山口地ビール 山口県 ●
50 杉能舎アンバーエール 福岡県 ●
51 ブルーマスター 福岡県 ●
52 不知火海浪漫麦酒 熊本県 ●
53 ゆふいんビール 大分県 ●
54 宮崎ひでじビール 宮崎県 ●
55 城山ブルワリー 鹿児島県 ●
56 さつま芋ビール 鹿児島県 ●
57 ヘリオス・クラフトビール 沖縄県 ●
58 石垣島ビール 沖縄県 ●
59 宮古島マイクロブルワリー 沖縄県 ●
60 Rio Brewing ＆co. ベルギー ●

※人気商品は売り切れる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。


