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ビールの歴史は
思っていたより
古かった！

クラフトビール作ろうかと考えております！乞うご期待！笑

ビールというと個人的には歴

全国に登場しました。ちなみにヨシノ自動車も醸造所にお願いして

どうしてドイツ
ビールって
有名なの？

法改正で規制緩和されたことにより、小規模なビール醸造所が日本

史が浅いイメージがあったの

る多様で個性的なビール全体を指します。日本では 1994 年の酒税

さて︑エジプトの壁画が出

クラフトビールはビールの種類というよりは、小規模な醸造所が作

ですが︑なんと紀元前４千年

てくるまでドイツがビール発

「craft（クラフト）
」は「技術・工芸・職人技」を意味します。

頃からあったとされていま

に有名になったかというと︑

ならない！
（酵母は OK)

す！メソポタミアで人類が農

れています︒中世ヨーロッパ

年にバイエルン地方の
1516
君主であったウイルヘイム４

これ以外は用いては

祥の地と思っていた方もいる

では︑パンは﹁キリストの肉﹂

世が当時のビールの品質の悪

・水

耕生活を始めた頃︑放置して

と考えられ︑ビールは﹁液体

さを憂い﹁ビール純粋令﹂を

・ホップ

なぜドイツビールが世界的

のパン﹂と呼ばれていました︒

施工し︑それによりその後の

ビールの材料は
・大麦

のではないでしょうか？笑

ビールはキリスト教の修道士

ドイツビールの声価が高まる

ちなみに今もなおドイツでは

この法律が守られています！

クラフトビール
って実際どういう
ビールのこと？

ビールの季節がやって

きましたね！今回は知

ればもっと味わい深く

なるビールの豆知識を

ご用意しました！

の豆知識

ビール純粋令
ざっくり内容

あった麦粥に酵母が入り込み

の間で大切な飲料とされ︑

こととなりました！

そうです！笑

自然に発酵したのが起源とさ

ビールが盛んに作られるよう

らエジプトの壁画にもビールは登場する

になりました︒次第に民間に

も広まりました︒

ビール

▲素人が見てもさっぱりですが、どうや

クラフトビールと
地ビールって違うの？
かつて日本のビール業界はビールの製造
免許取得に必要な年間最低製造量は、
2000KL と定められていましたが、1994
年の規制緩和で 60KL まで引き下げられた
ため小さい醸造所が生まれ、町おこしとし
て作られる「地ビール」は当時一大ブーム

コロナ禍で気軽に外に
コロナ禍で生まれた
家庭用ビールサーバー 飲みに行けなくなった今、

となりました。しかし当時は「お土産」色
が強く味はイマイチでした。その結果「地

大手のビール会社が、ま

ビール＝高くて美味しくない」というイ

るでウォーターサーバー

メージがつき廃れてしまいました。

のようにサーバーをサブ

しかし一部の醸造所は諦めず技を磨き続

スクして生ビールを定期
的に配達するサービスが
あるそう。興味のある方

け、2000 年代のアメリカでクラフトビー
▲先日、茅ヶ崎でクラフトビールを造ってい

ルが人気を集めるようになった頃に日本の

る Barbaric works さんにお邪魔してクラフト

地ビールは「クラフトビール」に名前を変

はぜひ試して

ビールの製作工程や日本のクラフトビールの

みては？！

歴史など教えていただきました♪

えました！

ヨシノ社員に聞いてみました

夏の青春ソングを聞くと色んな
思い出が蘇ってくる気がしますよね！
このチャートを参考に全く知らない曲も
聞いてみはいかがでしょうか？？

20代社員

あなたが青春を感じる
夏ソングは？！
30代社員
・JITTERIN

JINN「夏祭り」

40代社員
・JITTERIN

JINN「夏祭り」

・バブルガム・ブラザーズ「WONT

BE LONG」

・ゆず「夏色」
・class「夏の日の 1993」
・渡辺美里「夏が来た！」

・GReeeeN「キセキ」

・ホワイトベリー「夏祭り」(2 票 )

・GReeeeN「オレンジ」

・ゆず「夏色」(５票 )

・サザンオールスターズ「東京 VICTORY」

・TUBE「あー夏休み」

・西野カナ「Esperanza」

・センチメンタル・バス「Sunny Day Sunday」

・TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」(2 票 )

・KREVA「イッサイガッサイ」

・CHARCOAL FILTER「Brand-New Myself」

・ブライアンアダムス「Summer of 69」

・Def Tech「my way」

・Mr.Children「innocent World」

・杉山清貴＆オメガトライブ「ふたりの夏物語」

・ケツメイシ「夏の思い出」

・Mr.Children「ビューティフルサンデー」

・大瀧詠一「恋するカレン」

・YUI「SummerSong」

・DA PUMP「From Summer Time」

・プリンセスプリンセス「世界で一番暑い夏」

50代社員

ランカ！今回はまた違っ

分が少なくヘルシーなカレーです。最大の特徴は、混

た情報を提供していきた

ぜてから味を楽しむという点です。色々な種類のカレー

いと思います！

を１皿に入れてご飯と混ぜるそうです。スリランカで
は「辛さ＝おいしさ」と言われていてスパイスの効い
た辛口のカレーが定番です。

日本に住んで 4 年！
整備部：リヤナゲ チャマラ サンダルワン
ンカを紹介しま
す！
リラ
ス
|

｜

■スリランカのマチュピチュ !?『シーギリヤロック』
1875 年にイギリス人に発見されるまで、密林に埋もれていたというスリラン
カで最も有名な世界遺産です！５世紀後半、父親を殺害して王位の座についた
狂気の王「カッサパ１世」が、罪の意識から逃れるように断崖の上に自らの理
想郷を築いたと伝えられています。ふもとから頂上までは約 1200 段の階段を登
ります。登り切った高さ 200m の頂上には、15,000 ㎡の広大な宮殿が広がって
いて絶景だそうです。インディージョーンズに出てきそうですよね！

・日本に来て驚いたこと：新幹線のスピード
温泉、技術力の高さ
・母国の自慢したいところ：スリランカのセイロン
は紅茶の代名詞！生産量は世界第３位♪
・母国で流行っている物：日本みたいに YouTube、
tiktok が若者を中心に流行ってます
・母国の好きな言葉：民主主義

不羈（ふき）…物事に束縛されないで行動が自由気ままであること

本社プチリフォームしました！！
デスクや椅子、床など、社長と営業さんのワークスペースがイマドキ
な感じになりました！これで仕事が捗るはず！！（写真小さくてごめんなさい ...）

今月のピックアップ商品

After

Before

レンタカーご来店でポイントゲット♪
サ
あなた ポートす
る
る ヨシノ自動車の公式 LINEで
張
頑
ポイントを貯めると

フォグランプ樽型 HELLA
（フル LED）

プレゼントがもらえます♪

HELLA 製のフル LEDフォグランプになります。
こちらのランプはメインののフォグランプ部にも LED を
対象期間

2021

71 930
木

木

採用し、ポジションライトには EDGE LIGHT 技術
を搭載しており、夜間でも美しく輝きます。

※プレゼントは無くなり次第終了となります

1P

でもらえる

ご購入はこちらから▷

大塚製薬

ポカリスウェット
500ml １本

熱中症対策に♪水分補給は忘れずに！

3P

でもらえる

ブルボン

プロテインバー
チョコレートクッキー (WG)

間食や運動前後の栄養補給に♪

6P

でもらえる

green tea lab

冷感マスクスプレー
シトラス
抗菌・消臭しながらマスクをひんやり♪

フォグランプ丸型 HELLA
（フル LED）
HELLA 製のフル LEDフォグランプになります。
ポジションライトには EDGE LIGHT 技術
を搭載しており、複数個並べて取り付けると

まずはヨシノ公式 LINE を
友達追加してください♪

ヨシノ自動車
公式 LINE

ヨシノ社員にききま した

スリランカのカレーの具材には肉・鮮魚・塩漬けの
魚の干物や野菜など幅広く使われています。比較的油

俺の母国紹介

世界遺産の
《スリランカその２》
シーギリヤロッ
ク！！ 以前も一度紹介したスリ

■スリランカもお米とカレーが定番！

ラインが連なって夜間はより一層おしゃれに♪

ご購入はこちらから▷

