2021 年 11 月 24 日
東日本旅客鉄道株式会社八王子支社
株式会社JR中央線コミュニティデザイン

かえってきた！ おうちで楽しむ 中央線ビールフェスティバル２０２Ｘ 冬の陣
～沿線オリジナルクラフトビールセットのオンライン再販が決定！期間限定の新作も登場！！～

中央線沿線のクラフトビール文化の醸成を目的に開催する「中央線ビールフェスティバル」オリ
ジナルの期間限定パック商品を JRE MALL（EC サイト）にて 12 月 6 日より発売します。
それぞれに個性の異なるビールを楽しめる「快速パック」
「通勤特快パック」
「青梅特快パ
ック」の 3 種類をご用意しました。
本企画で初の販売となる「ぽっぽやエール」は、土づくり・苗植えから収穫まで駅員が愛情をも
って育てたホップを使用して醸造した商品です。また、高円寺・立川・昭島のイメージを公募した
ものをベースに醸造家が仕上げた特製「みんなでつくるオリジナルビール」3 種を販売します。
実際のフェスティバルで皆さまと感動の再会（再開）を果たせることを願い、心を込めて
お届けします！

１ かえってきた！ おうちで楽しむ 中央線ビールフェスティバル２０２Ｘ 冬の陣
・販売商品：
「快速パック」
「通勤特快パック」
「青梅特快パック」
※商品詳細は【別紙】をご覧ください。

・数

量：各 200 パック 合計 600 パック

・予約期間：2021 年 12 月 6 日（月）12：00～1 月 16 日（日）23：59
※在庫なくなり次第、終了。商品は 12 月中旬以降順次発送。

・WEB 販売：株式会社 JR 東日本商事
・Ｕ Ｒ Ｌ：https://chuo-beer.com/
「中央線ビールフェスティバル」または、ＱＲコードにて検索
かえってきた！ おうちで楽しむ 中央線ビールフェスティバル２０２Ｘ 冬の陣
特設サイトのＱＲコード

ポスタービジュアル

★中央線ビールフェスティバル２０２Ｘに込めた想い
沿線に点在する小規模な醸造所が一同に会して、多様で魅力的なクラフト
ビールが味わえるイベントとして、武蔵境駅前を会場にこれまで開催してき
た「中央線ビールフェスティバル」
。コロナ禍により、飲食店をお客さまとの
主要な接点とするクラフトビール醸造所は大変な苦境に立たされています。
「２０２Ｘ」には、この一難が去った後に「中央線ビールフェスティバル」
のリアルな場で、感動の再会（再開）を祝う乾杯をしたいという想いを込め
ています。

２ 本企画オリジナルの新作商品について
⑴ 駅員が育てたホップから作るクラフトビール！「ぽっぽやエール」
「ぽっぽやエール」は「中央線ビールフェスティバル」をきっかけに始まった新たな試みで、ホップ栽培
からオリジナルのクラフトビールづくりまでを JR 武蔵境駅を中心に実施する企画です。
2021 年 3 月、地域の方と一緒にホップの苗を植え、栽培をスタート。地域の方々や駅員に大切に見守ら
れながら 10 月には無事収穫を迎え、JR 武蔵境駅付近高架下にあるブルワリー「26k ブルワリー」のご協力
のもと、JR オリジナルビール「ぽっぽやエール」が完成しました。コンセプトは、
「武蔵境のみんなでつく
ったエールビール」
。通勤・通学に駅を利用される方々からも、
「完成が楽しみ」
「生のホップを初めてみま
した」等、多くのご期待を受けながら誕生したビールです。

土づくり

ホップ収穫

苗植えイベント

水やり

ラベルデザイン一般公募

ホップ結実

ラベルデザイン決定

⑵ まちのイメージをビールに！「みんなでつくるオリジナルビール」
中央線沿線のブルワリーとお客さまの間に生まれてしまった距離を近づけたい、一緒に「中央線ビール
フェスティバル」を盛り上げたい、そんな想いから、地域の方と一緒にオリジナルクラフトビールをつく
ることを企画しました。
沿線ブルワリーのアンドビール（高円寺）
、10ants Brewing（立川）
、イサナブルーイング（昭島）にご
協力頂き、各ブルワリーがある“まち”
（高円寺、立川、昭島）のイメージを SNS で募集、醸造家がその
イメージをもとにビールを設計、オリジナルのビールとして限定販売します。高円寺は「万人に愛される
ラガービール」
、立川は「新・旧を併せ持つ west coast style IPA」
、昭島は「少しマニアックな DuchStyle Kyte Ale」と、それぞれのまちのイメージをビールに仕上げます。

「かえってきた！ おうちで楽しむ 中央線ビールフェスティバル２０２Ｘ 冬の陣」特設サイトでは、駅員が育てるホップに
興味を抱いた古賀麻里沙さん（タレント。HOPPIN’ GARAGE 公認の“ビールおねえさん”として活躍中。
）に MC をご担当
頂き、各種オリジナルビールの製造過程を物語調に動画配信しています。

【別紙】

※写真はイメージです。

「快速パック」 ライトエール中心で飲みやすい初心者パック
飲みやすいライトエールスタイルを中心に、個性的な醸造所のビールを組み合わ
せました。快速のように、各駅をイメージしながらゆったりお召し上がり下さい。
■内容：各ブルワリーのクラフトビール 5 種＋おつまみ＋グッズの詰め合わせ
・クラフトビール５種
・おつまみ：武蔵小金井の手作りハム＆
ソーセージ専門店「ケーニッヒ」
の特製ホップソーセージ
・グッズ：きっぷを模した記念硬券 5 種
■売価：税込 5,500 円（配送料込）

高円寺

アンドビールの記念硬券

アンドビール「高円寺ラプソディ」

居酒屋、阿波おどり、古着、路上ライブ、芸人の街・・・今宵も熱気と狂気
に満ちた高円寺を彩るべく、万人に愛されるビール“ラガー”を、ハイアル
コールに、かつホップを効かせた派手なビールを醸造しました。

立 川

10ants Brewing「Stop the season in the Tachikawa」

しっかり苦いクラシカルな IPA と今流行りの最先端であるジューシーな IPA
をミックス。昔からの街並みを残しつつ急成長を遂げている街「TACHIKAWA」
をイメージしました。時計など気にせずに抱きしめあえたら feel so nice！

武蔵境

26k ブルワリー「ぽっぽやエール」

JR 中央線「武蔵境駅」でホップを栽培していたのをご存知ですか？
2021 年収穫の駅員さんが育てたフレッシュホップを使用。麦芽はエールモル
トとピルスナーモルトをブレンドして使用、はじめてのクラフトビールに触
れる方でも親しみやすいビールを目指しました。

国 立

KUNITACHI BREWERY「１９２６」

「１９２６」とは、旧国立駅舎の竣工年。南側の古い地域と北側の新しい地
域が並立する、2 つの顔を持つ国立を表現しました。レモン・ハーブ様の爽
やかな香りと上質な苦味が特徴の Saphir 、白ブドウ様の香りを持つホップ
をアクセントに、そして Kölsch Yeast による繊細なまとまりを意識して設
計しました。

三 鷹

OGA BREWING「三鷹ペールエール」

三鷹初のマイクロブルワリーの定番ビール。クラフトビールの基本形です。
イングリッシュタイプの泡なしタイプで、炭酸が優しく、口当たりが優しく、
ゆったり飲み続けられます。香り、味わい、余韻のバランスを重視したスタ
イルです。

「通勤特快パック」 飲みごたえしっかり！個性を楽しむ常連パック
しっかりとした飲みごたえと上品な味わいのラインナップを中心にセレクト。
通勤特快で飛んで帰って飲みたくなる５本をセットにしました。
■内容：各ブルワリーのクラフトビール 5 種＋おつまみ＋グッズの詰め合わせ
・クラフトビール 5 種
・おつまみ：八王子の手作りハム＆ソーセージ
専門店「ブラウエンベルグ」の
あらびきウインナー
・グッズ：きっぷを模した記念硬券 5 種
■売価：税込 5,500 円（配送料込）

立 川

10ants Brewing の記念硬券

10ants Brewing「Stop the season in the Tachikawa」

しっかり苦いクラシカルなIPA と今流行りの最先端であるジューシーなIPA
をミックス。昔からの街並みを残しつつ急成長を遂げている街「TACHIKAWA」
をイメージしました。時計など気にせずに抱きしめあえたら feel so nice！

昭 島

イサナブルーイング「カイトエール」

1400 年〜1550 年のオランダで盛んに飲まれていた Duch-Style Kyte Ale！
日本では恐らくイサナブルーイングが初仕込み！約50%のオーツモルト＆小
麦、エールモルトで構成された幻のヒストリカルビールです。缶デザインは
電車のヘッドマークをイメージ。

豊 田

トヨダビールプロジェクト「TOYODA BEER」

明治 19 年、日野市豊田の山口平太夫によってビールが造られていた歴史か
ら、当時のラベルを使用し復刻したのが TOYODA BEER です。4 種類のモルト
を使い旨味を引き出し、喉ごしにはホップ由来のフローラルな香りが広がり
ます。インターナショナルビアカップ金賞、ワールドビアアワードでのワー
ルドベスト受賞。
高 尾

高尾ビール「Oh! Mountain」

東京のハイキングスポット、高尾山のふもとにある場所でクラフトビールを
つくっている「高尾ビール」
。高尾山をハイキングした後に飲みたい高尾産
ホップと地場産の桑の葉茶を一部使用したさわやかな IPA です。

東中野

HONEYCOMB&HOPWORKS「Black Bumblebee」

コーヒーの花から採取したコクのある蜂蜜を使用したハニーポーターで
す！コーヒー蜂蜜の豊かな風味と焙煎麦芽の香ばしい味わいがクセになる
美味しさです。数量限定醸造なのでこの機会に是非お試しください！

「青梅特快パック」 個性的なラインナップを揃えた限定パック
限定品を集めた、ちょっぴりマニアックな青梅特快パック。コラボビールや
サワーIPA など、ユニークなラインナップで沿線の魅力を再発見！？
■内容：各ブルワリーのクラフトビール 5 種＋おつまみ＋グッズの詰め合わせ
・クラフトビール 5 種
・おつまみ：八王子の手作りハム＆ソーセージ
専門店「燻製工房グーテ」の
ウィンナーソーセージ
・グッズ：きっぷを模した記念硬券 5 種
■売価：税込 5,500 円（配送料込）

昭 島

イサナブルーイングの記念硬券

イサナブルーイング「カイトエール」

1400 年〜1550 年のオランダで盛んに飲まれていた Duch-Style Kyte Ale！
日本では恐らくイサナブルーイングが初仕込み！約50%のオーツモルト＆小
麦、エールモルトで構成された幻のヒストリカルビールです。缶デザインは
電車のヘッドマークをイメージ。

高円寺

アンドビール「高円寺ラプソディ」

居酒屋、阿波おどり、古着、路上ライブ、芸人の街・・・今宵も熱気と狂気
に満ちた高円寺を彩るべく、万人に愛されるビール“ラガー”を、ハイアル
コールに、かつホップを効かせた派手なビールを醸造しました。

拝 島

石川酒造「明治復刻地ビール」

明治時代にビール醸造の歴史を持つ石川酒造。当時のラベルを復刻したレト
ロなラベルです。仕込みには酒造りにも使われる、敷地内地下１５０M から
汲み上げる天然水を使用し、ほのかな柑橘系な香りと甘味と苦味の調和のと
れた味わいが特徴です。

阿佐ヶ谷

ビール工房「MEET2（ミート＆ミート）
」

新中野でブルーパブや酒販卸を営業する柴田屋 HD とベアードビールのコラ
ボビール！ポルトガルのワイン「MEET＆MEAT」から着想され、お肉とビール
との出会いを考えて設計しました。お肉(MEAT)に負けないボディがあり、油
をすっと流してくれる後味が特徴です。
奥多摩

VERTERE「Nox」

奥多摩地域で 100 年ぶりの酒造免許取得となったブルワリー「VERTERE」
。
乳酸菌の特徴を活かしたサワーエールな大量のホップを投入。グレープフル
ーツやパイナップルを思わせるアロマとフレーバーが特徴のジューシーな
サワーIPA。

