2021 年 3 月 16 日

魅力的な人々の人生ストーリーからビールを生み出す新製法「ストーリーブリューイング」

お客様との共創によるビールづくりを展開する

「HOPPIN’ GARAGE」が新たなステージへ
フラッグシップビール「ホッピンおじさんのビール」の通年発売や、
定期的に新作ビールが届くサービスのスタートなど、
これまでにないビールの楽しみ方を提案します

サッポロビール（株）は、2018 年 10 月からスタートしたお客様との共創によるビールづくりを展開す
る「HOPPIN’ GARAGE」を、2021 年 4 月から新たなステージへ進化させます。
「HOPPIN’GARAGE」は、一般消費者から募った斬新なアイデアをもとに極小ロットでビールをつくり、
コミュニティ内のユーザー評価や市場性を踏まえて実際に商品化を目指す取り組みで、サービス開始から
これまで 20 種類の試作品をつくり、9 品のビールを商品化してきました。

※これまで発売してきた HOPPIN’ GARAGE の商品

これまでの取り組みを通じて、共創によるビールづくりにおいて大切なことは“お客様一人ひとりがも
つ人生ストーリーを引き出すこと”であり、そこから生まれた多様性あふれるビールを、そのストーリー
を味わいながら飲むという、新たなビールの楽しみ方があることを発見しました。

HOPPIN’ GARAGE ブランドムービー（ストーリーブリューイング誕生の話）
https://youtu.be/ElN3mLtJqp4

この新しいビールの楽しみ方をより多くのお客様にお届けするため、魅力的な人々の人生ストーリーと
当社の醸造技術を掛け合わせてビールを生み出す製法を「ストーリーブリューイング」と名付け、新たな
展開を開始することとしました。

具体的には、これまでお客様との共創を続けてきた「HOPPIN’ GARAGE」のストーリーを込めた、フラ
ッグシップビール「HOPPIN’ GARAGE ホッピンおじさんのビール」を 4 月 13 日に新発売します。あわ
せて、多様性あふれる新作ビールと、そのストーリーを追体験できる絵本などを隔月でお届けする会員制
の定期便サービスを開始し、3 月 16 日より申し込みの受付をスタートします。

フラッグシップビール
「HOPPIN’ GARAGE

ホッピンおじさんのビール」通年販売！

定期便をスタート！
※写真はスターターキットのイメージです。

また、ストーリーブリューイングに欠かせない魅力的な人々の発掘を目的に、ブランドの世界観を体感
できるラジオコンテンツ「RADIO HOPPIN’ GARAGE （ラジオ ホッピンガレージ）」を開始します。
さらに「HOPPIN’ GARAGE」にかかわる「人」にフォーカスしたブログ（note）
、ビールを学べる講座
「ホッピンカレッジ」の開講、LINE スタンプの販売など、これまでにないビールの楽しみ方を続々とお
届けしていきます。

「RADIO

HOPPIN’ GARAGE （ラジオ

ホッピンガレージ）」をスタート！

当社は 2021 年より「いちばん星マーケティング」を実践しており、お酒と人との未来を創る一歩先の
価値提案で「新しいお酒のある豊かな社会と生活」に貢献し、これまでにないビールの新しい楽しさや豊
かさをお客様に提供していきます。
記
■「HOPPIN’ GARAGE ホッピンおじさんのビール」商品概要
1.商品名
HOPPIN’ GARAGE
ホッピンおじさんのビール
2.パッケージ
350ml 缶×24 本
3.品目
ビール
4.アルコール分
5%
5.商品コンセプト ホッピンおじさんが多くの魅力的な人々と出逢い、その人生ストーリーを珠玉のビー
ルに仕立て上げてきた末に辿り着いた、HOPPIN' GARAGE のフラッグシップビール。
モザイクホップが生み出すマンゴー、柑橘、ベリー、ハーブなど、個性的で多彩なアロ
マはそのままに、コリアンダーシードで香りを引き立て、おじさんの技と愛情でハー
モナイズされた味わいに仕上げました。飲むたび新しい魅力に出逢える、ホッピンお
じさん渾身の一作です。
▼商品詳細ページ
https://www.hoppin-garage.com/product/hoppin-ojisan/
6.中味特長
・個性的で多彩なアロマが特長のモザイクホップを使用。
・ホップの個性を引き立てるためにコリアンダーシードを使用し、さらにドライホッ
ピング製法を採用。
・飲むたびにマンゴー、柑橘、ベリー、ハーブなど新しい味わいを感じることができ、
HOPPIN’ GARAGE がビールづくり（ストーリーブリューイング）において大切にす
る「多様性」を表現。
7.発売日
2021 年 4 月 13 日 ※2021 年 3 月 16 日から予約受注開始
8.販売方法
HOPPIN’ GARAGE ストア ※Amazon マーケットプレイスへも出店
▼HOPPIN’ GARAGE ストア
https://shop.hoppin-garage.com/merchandises
▼Amazon マーケットプレイス
https://www.amazon.co.jp/dp/B08WKX8P2H
9.販売価格
5,976 円（350ml 缶 24 本入り 1 ケース 送料込み・税抜）
■定期便概要
1.サービス名
2.サービス内容

ホッピンおじさんの新作定期便
魅力的な人々の人生ストーリーをもとに生み出した新作ビールと、フラッグシップビ
ール「ホッピンおじさんのビール」をセットで 2 カ月に 1 回お届けするサービス。
3.サービス開始日 2021 年 4 月 13 日 ※初回お届け予定日
4.申し込み開始日 2021 年 3 月 16 日 ※HOPPIN’ GARAGE ストアにて常時申し込み受付
▼「HOPPIN’ GARAGE 」ブランドサイト 定期便詳細ページ
https://www.hoppin-garage.com/product/subscription/
5.お届け予定日
偶数月の第 2 火曜日頃の発送を予定しています。
※やむを得ない事情により、発送日が変更となる場合があります。
6.お届けエリア
日本国内
7.販売価格
①24 本アソート

8.特典

新作ビール 350ml×12 本・「ホッピンおじさんのビール」350ml×12 本
1 回あたり 6,840 円（送料込み・税抜）
②12 本アソート
新作ビール 350ml×6 本・
「ホッピンおじさんのビール」350ml×6 本
1 回あたり 3,990 円（送料込み・税抜）
※アソート単品の都度購入も可能ですが、定期便のご利用で 24 本セットの場合、
5%（年間 6 回で 2,160 円(税抜)）お得になります。
①スターターキットをプレゼント
毎回のお届けが楽しみになるブランドブック、ペアグラス、マグネットステッカー、
オリジナルボックスを、初回お届けに先駆けてプレゼントします。
②ストーリーブックを毎回お届け
新作ビールの人生ストーリーを味わえるストーリーブックと、マグネットステッ
カーを毎回お届けします。
③定期便会員限定イベントにご招待
商品開発の裏話を聴くことができたり、HOPPIN’ GARAGE 関係者や定期便会員
同士で交流できる限定イベントにご招待します。

■ラジオ番組概要
1.番組名
RADIO HOPPIN’ GARAGE (ラジオ ホッピンガレージ）
2.概要
「Brew Your Story」をテーマに魅力あふれる人生を送るゲストをお迎えして、
ゲストの人生のストーリーから、新しいビールを生み出しちゃうかも？な番組。
3.配信方法
◎Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCFdPaOq_RzLkA2Iw6BSv-ng
◎Spotify PODCAST
https://open.spotify.com/show/4xxU7OEMu4CyOPdGoSFoFl
◎Apple PODCAST
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/radio-hoppin-garage-brew-yourstory/id1556823140
■その他の関連サービス・コンテンツ
・HOPPIN’ GARAGE ブログ
「Brew Your Story」をテーマにした、HOPPIN’ GARAGE に関わる「人」にフォーカスを当てたブログ。
note：https://note.com/hoppin_garage
・ホッピンカレッジ
「HOPPIN’ GARAGE」が運営する、ビールをもっと楽しみたい人
たちが集う“学び舎（まなビヤ）
”
。
カレッジの記念すべき初講座は「日本ビール検定（びあけん）
」
とのタイアップによる「びあけん 3 級を目指そう！オンライン
セミナー」で、すでに募集を開始。
※詳細は以下リンクよりご確認ください。
▼「HOPPIN’ GARAGE」ブランドサイト イベントページ
https://www.hoppin-garage.com/#event
・LINE クリエーターズスタンプ
ビール好き同士のコミュニケーションが楽しくなる

LINE スタンプ（全 40 種）の販売を開始。
（
「ビールあるある」のスタンプです。
）
▼販売ページ
https://line.me/S/sticker/14277276
<参考> HOPPIN’ GARAGE ブランドサイト https://www.hoppin-garage.com/
以上

