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京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターで 
「KEIO春のビールまつり」を開催します！ 

 

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、４月２０日（木）

から４月２３日（日）の間、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターで「KEIO 春のビールま

つり」を開催します。 

 

本イベントは、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＡ館８階ＢＢＱ場よこに京王線沿

線や多摩地域に所在する１２カ所のブルワリーが集合し、各小規模ブルワリーが独自に醸

造する地域のクラフトビールを飲むことができるイベントです。 

 

イベント期間中、Ｂ館２階センターコートでは東京都内でミツバチの養蜂を行っている

工学院大学の学生プロジェクト「みつばちプロジェクト」や同大学の「Science Create 

Project」と協力し、キャンパス内で養蜂・採蜜した八王子産ハチミツを用い、武蔵野市に

ある「２６Ｋブルワリー」の醸造所にて開発したオリジナルビールを、地域コラボ商品とし

て数量限定で販売します。また、本イベントに参加する多摩地域の若手醸造家によるトーク

セッションや、お酒が飲めない子どもでも楽しめるミニ縁日、スタンプラリーなどのイベン

トを実施します。 

 

沿線地域の魅力を再発見および発信する本イベントを通じて、東京多摩エリアの街の活性

化への貢献と持続可能な地域連携を目指します。 

 

詳細は次ページのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京王線沿線や多摩を代表するブルワリーがせいせきに集合！ 

４月２０日（木）～２３日（日） 

《チラシイメージ》 《みつばちプロジェクトが採密したハチミツ》 



１．「KEIO春のビールまつり」について 

（１）実施期間 

４月２０日（木）～４月２３日（日）計４日間  

※小雨決行、荒天中止  

※開催情報はＷＥＢサイトをご覧ください 

（２）実施時間 

平日：１７：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：４５） 

土日：１２：００～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：４５） 

（３）実施場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター Ａ館８階ＢＢＱ場よこ 

https://www.keio-sc.jp/floor/ 

（４）出店ブルワリー一覧 

ブルワリー名称 特 徴 最寄り駅 

① マウンテンリバ

ーブリュワリー 

世田谷区、三鷹市、武蔵野市との境目のまち、東

京都杉並区久我山の小さなローカルブリュワリ

ー。京王井の頭線久我山駅近くの住宅街に醸造所

があります。ベルギースタイルの定番ビールや限

定醸造のビール、季節のフルーツを使ったビール

などを作っています。 

京王井の頭線

久我山駅 

② シェアードブル

ワリー 

「ホームブルーイングを体験醸造できるブルワリ

ー」として、２０１７年に八王子市で創業しまし

た。現在は、オリジナルブランドのクラフトビー

ルを製造。直営のタップルームでは樽生の他、缶

ビール・グラウラーのテイクアウトが出来ます。 

京王線長沼駅 

③ 調布ビアワーク

ス 

多摩地区では初のマイクロブルワリーとなりま

す。販売店舗は調布のジャクソンホールにて

「St.Robinson BEER」としてタップ提供をしてい

ます。 

※２０日（木）のみ、※ボトル販売のみ 

京王線国領駅 

④ 高尾ビール 東京のハイキングスポット『高尾山』の麓（ふも

と）でつくる高尾ビールです。麦とホップを代表

に、ハーブやフルーツなど近郊で採れたフレッシ

ュな農作物を活かした、自然を感じられるビール

です。 

京王線高尾駅 

⑤ 10ants Brewing IPA 専門のブルワリーです。京王線聖蹟桜ヶ丘駅

から徒歩５分にある「BEER BULK J」という直営店

舗を運営しています。また、２０２２年１２月よ

り百草団地（京王線高幡不動駅からバスで５分）

に醸造所をオープンしました。 

京王線聖蹟桜

ヶ丘駅 

https://www.keio-sc.jp/floor/


⑥ アワーデイズブ

ルワリー 

京王線笹塚駅から徒歩約１０分の住宅街に、ポツ

ンと営んでいます。映画プロデューサーとして働

いてきたオーナーが、ある日、ブルワリータンク

の美しさに惚れ、ビールを介して人と人が出会う

場所をプロデュースしようと発起したお店です。 

京王線笹塚駅 

⑦ 和泉ブルワリー クラフトビール＆サイダー専門酒屋「Beer Cellar 

Tokyo」に併設の醸造所として２０１８年に醸造開

始。オーナー兼醸造担当の和泉氏は米国・オレゴ

ン州で醸造を学びました。ベルギースタイルのセ

ゾンを中心に、製造種類・量を増加中です。 

小田急小田原

線狛江駅 

⑧ 後藤醸造 世田谷区経堂で醸造している醸造所です。フラッ

グシップとして造り続けている経堂エールをはじ

め、様々なシーズナルエールを造っています。醸

造所の隣では自社ビールの他、ゲストビールも楽

しめる立ち飲みパブもあります。 

小田急小田原

線経堂駅 

⑨ RIOT BEER 小田急小田原線祖師谷大蔵駅が最寄りで、自然に

ドタバタ８ビート＆シンガロングな乾杯ができる

ような、オールドスクール・パンクロックが感じ

られるビールを目指す、極小マイクロブルワリー

です。 

※２２日（土）・２３日（日）のみ 

小田急小田原

線祖師谷大蔵

駅 

⑩ アンドビール ２０１８年３月より高円寺でビール醸造を開始し

ました。２０２１年にはワイン名産地の山梨県勝

沼に木樽熟成ビール用の醸造所を設置し、都心と

ローカル双方の良さを活かし、また醸造の先輩で

あるワイナリーの方々にも学びながら、様々なビ

ール作りに挑戦しています。 

ＪＲ中央線高

円寺駅 

⑪ SAKE-YA 

KITAMI 

「買う」「飲む」「食べる」が一か所に集まった発

酵ビストロ「SAKE-YA KITAMI」では、併設の醸造

所で造られるフレッシュなビールを提供していま

す。店舗では、これらのビールが専用グラウラー

やペットボトルでお持ち帰りも可能です。 

小田急小田原

線喜多見駅 

⑫ 篭屋ブルワリー 「和食に合わせる日本のビール」をコンセプトに、

丁寧に素材の生命力を引き出し、日本の伝統技術

を応用する事で「つややかで奥深いビール」に仕

上げています。小さい設備なので、細部までこだ

わり抜いた手造りで、究極の美味しさを追求して

います。 

小田急小田原

線和泉多摩川

駅 

 



※なくなり次第、販売終了 

※詳細は、せいせき公式ＨＰ内特設ページをご覧ください。 

特設ページＵＲＬ：https://www.keio-sc.jp/2023beer/ 

 

２．「工学院大学」×「せいせき」の地域コラボビール限定販売について 

東京都内でミツバチの養蜂を行っている工学院大学の学生プロジェクト「みつばちプロジェ

クト」や同大学の「Science Create Project」と協力し、キャンパス内で養蜂・採蜜した八王

子産ハチミツを用い、武蔵野市にある「２６Ｋブルワリー」の醸造所にて開発したオリジナル

ビールを、地域コラボ商品として数量限定で販売します。 

（１）販売期間 

４月２０日（木）～４月２３日（日） 

（２）販売時間 

平日：１７：００～２０：００ 

土日：１０：００～２０：００ 

（３）販売場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター 

Ｂ館２階センターコート 

（４）販売商品 

①商品名 

「せいせき HONEY ALE」 

②商品説明 

ハチミツと紅茶を副原料としたオリジナルビール。ハチミツと紅茶の香りがほのかに広

がり、柔らかな口当たりとフルーティーさの溢れる特別なホワイトエールです。 

③容量 

３３０ｍｌ 

④販売価格 

１，２００円（税込み） 

⑤販売本数 

総数５００本  

※なくなり次第、販売終了 

 

３．多摩地域の若手醸造家によるトークセッションイベントについて  

 本イベントに参加している多摩地域の若手醸造家と専門家による、ビールへのこだわりやお

すすめのビールの飲み方などのトークセッションを行います。 

（１）実施日 

４月２０日（木）、４月２１日（金）、４月２３日（日） 

（２）開催時間 

１９：００～２０：００ 

（３）実施場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター Ｂ館２階センターコート 

 

《「せいせき HONEYALE」ラベルイメージ》 

https://www.keio-sc.jp/2023beer/


４．ミニ縁日について  

お酒が飲めない子どもも楽しめるミニ縁日を開催します。射的ゲームや駄菓子屋さんなどの

コンテンツをご用意します。 

（１）開催日 

４月２２日（土）、４月２３日（日） 

（２）開催時間 

１０：００～２０：００ 

（３）開催場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター Ｂ館２階センターコート 

※縁日の内容は変更になる場合があります 

 

５．スタンプラリーについて  

せいせきの中に隠された「３つの奇跡のホップ」を見つけるスタンプラリーを同時開催しま

す。３つすべて見つけた方には、オリジナルグッズを先着でプレゼントします。 

（１）開催日 

４月２０日（木）～４月２３日（日） 

（２）開催時間 

１０：００～２０：００ 

※スポット設置場所の営業時間に準ずる 

（３）開催場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター館内 

（４）景品引換場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター Ａ館８階ＢＢＱ場よこ 

（５）景品引換時間 

２０日（木）・２１日（金）１７：００～２１：００ 

２２日（土）・２３日（日）１２：００～２１：００ 

 

６．スプリングマルシェについて  

地元のお店に出店いただき、マルシェを開催いたします。２３日（日）は、地元農家による

たけのこの販売を実施します。 

（１）開催日 

４月２２日（土）～４月２３日（日） 

（２）開催時間 

１０：００～１７：００  ※無くなり次第、販売終了 

（３）開催場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター Ｂ館２階センターコート 

 

７．フォトスポットについて  

ビールまつりの等身大フォトスポットを設置します。 

（１）設置日 

４月２０日（木）～４月２３日（日） 

（２）設置時間 

１０：００～２０：００ 



（３）設置場所 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター Ｂ館２階センターコート 

 

８．お客さまのお問い合わせ先  

京王お客さまセンター 

ＴＥＬ.０４２－３５７－６１６１（９：００～１８：００） 

 

以  上 

 

 

【参考１】京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター施設概要 

（１）所在地 東京都多摩市関戸 1丁目 10番 1号 

（２）開業日 １９８６年３月２８日 

（３）延床面積 約１，０５１，０００㎡ 

（４）階層  Ａ館：地下１階、地上８階、塔屋１階 

       Ｂ館：地下１階、地上１０階、塔屋１階 

       Ｃ館：地下１階、地上１０階、塔屋１階 

さくらゲート：地上５階 

（５）店舗数 約１４０店 

（６）ホームページ https://www.keio-sc.jp/ 

 

【参考２】工学院大学みつばちプロジェクト 

養蜂を通して自然の生態系とミツバチとの関係性を学び、学科間の交流や学科の特色を活かし

た活動を行うことを目的に、２０１２年の設立以来、大学キャンパス内で養蜂・採蜜を行って

います。工科系大学ならではの学びを活かし、２０１８年から産学連携でハチミツを使ったも

のづくりに挑戦し、「KUTE Honey」シリーズとして入浴料やハンドクリーム、ハンドソープを

製品化して、２０２２年には京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンターで初の一般販売を行いまし

た。身近なハチミツを通して地域の自然に興味を持ってもらえるよう、大学内外のイベントへ

積極的に参加しています。 

みつばちプロジェクト特設サイト： 

https://www.kogakuin.ac.jp/honeybee/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《みつばちプロジェクトの活動》 

https://www.keio-sc.jp/
https://www.kogakuin.ac.jp/honeybee/


【参考３】Science Create Project 

工学院大学の学生プロジェクト「Science Create Project」は、小学生を中心とした子ども向

けの理科実験に関する教材開発に取り組み、学内外のイベントで実験を通して科学の面白さを

伝える活動を行っています。２０１８年からみつばちプロジェクトとともに、ハチミツを使っ

たものづくりに挑戦。科学的な知見を活かした企画・提案、ラベルデザインの制作、広報活動

などに協力しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《Science Create Projectの活動》 


