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Message from the Founders

Marc and I came to Tokyo with the dream of sharing delicious German beer and food in Japan. 
However, while everyone shared our love for German beer, the import process was not only costly, 
but it compromised freshness and taste! And so we began brewing and perfecting several styles
that cover Germany's rich beer landscape. It wasn't long before our beers became
the "star of the show" in our restaurants. It's time to share our beers with the World!

私たちはドイツの美味しいビールと料理を日本に広めたいという夢を持って東京にきました。

当初はドイツビールを輸入することも考えていましたが、輸入プロセスはコストがかかるだけでなく、

新鮮さと味を損ねるため、日本でドイツビールを醸造することに決めました。

そして私たちの考案した様々なビールは、すぐにレストランで人気者になりました。

次は世界中の人達にシュマッツのビールを楽しんでもらう番です！



2013年に東京都中目黒にて創業。

現在では各店に８種類のド
イツビールをご用意していま
す。是非あなた好みのビール
を見つけてみてください！

Schmatz History

クリスとマーク、創業者自ら、ドイツ料理とビールを
数々のファーマーズマーケット、コンサート会場や
イベントで販売。In 2013 Schmatz was founded

in Nakameguro, Tokyo For one year, Christopher and Marc ran a food truck 
serving delicious German foods and beers just how 
they knew it from back home at Farmer’s Markets, 
concerts, events and caterings all over Tokyo.

Today you can find 8 unique styles 
on tap in all of our restaurants. A 
celebration of the diverse array of 
Germany styles, we are sure to 
find the perfect match for you!

2017年初頭に神田店が、後半に
吉祥寺店と川崎店がオープン。
2018年の初めに新宿3丁目店
と渋谷神南店がオープン。

2015年に赤坂に最初のレスト
ランをオープンし、素晴らしい
レストランやチームを作るため
に何が必要かについて多くのこ
とを学ぶ。同時に、都内でビー
ルを醸造し、5種類のオリジナ
ルビールの提供を開始。

2014年、フジロックフェスティバルにて３日間で
4,000本のソーセージを完売。

FUJI
ROCK

In 2014 we had a food stand at the Fujirock Festival selling 
almost 4,000 sausages in three days with a great team!

In early 2017 we opened our shop in 
Kanda. In the end of 2017 we 
opened our shops in Kichijoji and 
Kawasaki.In early 2018 our shops in 
Shinjuku and Shibuya opened.

In 2015 we opened our first 
restaurant in Akasaka and 
learned a lot about what it takes 
to build a great restaurant and 
team. At the same time, we 
started brewing our beers in 
Tokyo and supplied the 
restaurant with 5 of our own 
unique styles on tap.



Reinheitsgebot

ケルシュは、ドイツのケル
ン地方で伝統的に醸造さ
れているビールのスタイ
ル。上面発酵用の酵母を下
面発酵に近い低温で醸造
されるのが特徴。

シュマッツのビールは500年もの歴史のある
ドイツの“純粋令”（ラインハイツゲボート）に
従って醸造されています。最高の原料だけを
使用し、添加物は一切使用していません。

ドイツには1,500以上の醸造所が存在します。 
アウフゼスという町には実に300人毎に1つの
醸造所があり、これは世界最高の密度です。

Kölsch is a beer brewed in Köln, Germany. It is 
a clear, top-fermented beer with a bright, 
straw-yellow hue similar to other beers brewed 
from mainly Pilsener malt.

More than 1,500 breweries exist in Germany. 
The highest density of breweries in the World 
can be found in Aufseß, with one brewery for 
every 300 people!

We brew all our beers under German Purity 
Law which in 2016 celebrated it's 500th 
anniversary, using only the finest ingredients 
and never any additives.

Kölsch

The land of beer
ラインハイツゲボート

Berlin

Aufseß

Altbier (German: old beer) is a style of beer 
brewed in the historical region of Westphalia 
and around the city of Düsseldorf.

ヴァイスビアはバイエルン州で造
られる白ビールで、大麦麦芽と小
麦麦芽を用いて造られます。フ
ルーティーな香りを持ち、ホップ
の苦味は少ないことが特徴です。

Weizenbier or Hefeweizen, in the southern 
parts of Bavaria usually called Weißbier, is a 
beer, traditionally from Bavaria, in which a 
significant proportion of malted barley is 
replaced with malted wheat.

アルトビアは、上面発酵のビール
の一つであり、ドイツのデュッセ
ルドルフを中心に、ニーダーライ
ン地方で消費されています。

Altbier     

Weissbier     

Bayern

Düsseldorf

Köln



Having brewed, tried and tested more than 10 different styles in all of our restaurants over the years,
we have selected our 3 winning formulas for you.

Beer Line-up
数年に渡り研究を重ね、10種類以上のスタイルを醸造してきました。
そこから厳選した3つのシュマッツオリジナルビールをお届けします。

Beer Freshness : 180 days
Availability : 330ML Bottle, 20L Keg

プリンツケルシュ

Kölsch Style　ABV:0.0%　IBU:00　COLOR :Light Gold

PRINZ  KÖLSCH

Our flagship beer! A light, crisp and perfectly-balanced
beer that is recognized for its golden color. 
Our kölsch is the undisputed favourite across all of our stores.

シュマッツを代表するビール。爽快な口当たりが特徴の
金色に輝く完璧にバランスの取れたラガーです。
ケルシュスタイルは、レストランでも評判の良いビールです。

PRINZ
KÖLSCH

KÖLSCH STYLE
Fresh German beer,

brewed locally 

Fresh German beer,
brewed locally 



ヴ ンダー ヴァイス

Weissbier　ABV:0.0%　IBU:00　COLOR: Light Yellow

WUNDER WEISS

Characterized by its fruity aroma, our Wunder Weiss is
the perfect choice on a hot Summer’s day! 
You will enjoy subtle traces of clove and banana here. 

フルーティーな香りが特徴のヴンダーヴァイスは、
夏の暑い日に最適！
クローブとバナナの後味が楽しめるヴァイツェンです。

WEISSBIER
Fresh German beer,

brewed locally 

Fresh German beer,
brewed locally 

レベルアルト

Altbier　ABV:4.8%　IBU:28　COLOR :Deep Amber

REBELL ALT

Originally brewed as a seasonal special, it didn’t take long 
for Rebell Alt to become a permanent fixture. 
A deep, rich and rewarding choice. 

当初は限定商品として開発されたビールでしたが
販売と同時にたちまち人気の定番商品に。
豊かでコクがあるアルトビールです。

ALTBIER
Fresh German beer,

brewed locally 

Fresh German beer,
brewed locally 



CHARLES DE CARVALHO
チャールズ  デ  カルヴァーリョ

Vice President
charles.decarvalho@schmatz.jp
+81（0）80-3546-0185

CHRISTOPHER AX
クリストファー  アックス

Founder & CEO
christopher.ax@schmatz.jp
+81（0）80-7940-0185

Contact us


