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ファンが選んだ今年一のお尻 ＆ 社員が選ぶ歴代 1 位のお尻

「ハイサワー美尻グラス 2016」2 種

新発売

究極のお尻を肴に“ムフフ”な家飲みを！
お酒の割り材「ハイサワー」を販売する博水社は、「ハイサワー 美尻グラス 2016」2 種を、2016 年 6
月 15 日（水）から新発売します。グラスは、「ハイサワー」などの商品とセットにして当社オンラインショッ
プで販売（税込 2052 円～）します。
新発売する 2 種の「美尻グラス」は、①大人気「美尻
カレンダー」の 2016 年版に収録した 12 のお尻から、
ナンバーワンのお尻を公募で決定する「ハイサワー美
尻コンテスト」で、お客様から最も票を集めた 5 月のお
尻（黒ビキニ）と、②当社「美尻グッズ部」が歴代 54 の
美尻の中から厳選したお尻（ピンクビキニ）を、それぞ
れグラスにプリントしています。
美尻ファンの皆さまの投票と、お尻選びのプロフェ
ッショナルの社員（美尻グッズ部）の推薦により決定し
た、まさに究極の“クイーン・オブ・お尻”たちです。
ファンから選ばれたお尻は、黒のビキニと真っ赤な
ネイルが刺激的な“セクシー系”。ヒップモデルら 33 万
5145 枚の後ろ向きの水着姿から、倍率約 33.5 万倍
の超難関を突破した“ケツ作”です。

左）ファンが選んだ“神尻”／倍率 33.5 万倍！
右）美尻グッズ部推薦／ピンクのビキニ

一方、「美尻グッズ部」が歴代 1 位に選んだお尻は、黄色のリボン付きの可愛いピンクのビキニと添え
られたキレイな指が特長の“プリティー系”。「美尻グッズ部」の女性社員が「こんな可愛いビキニが似合う
美尻と美脚になりたい！」と、歴代のお尻の中で最も憧れの的となった美尻です。
クラクラするような至極のお尻たちを肴に眺めながら美味しいサワー（チューハイ）を飲めば、より気持
ちよく酔っていただける、ユニークなグッズです。
グラスには、お酒を入れる目安となる星印を付けています。氷を入れた後、星印まで焼酎（甲類焼酎
や麦・米焼酎）やウイスキーなどを入れ、ハイサワーを注ぎマドラーで一度だけ混ぜれば、当社がオスス
メする黄金比（お酒 1：ハイサワー3）の、居酒屋の本格サワー（チューハイ）の味を自分で手軽に作れま
す。お酒の苦手な方は、星印よりお酒の量を少なくしてアルコール度数を下げて飲むのもオススメです。
またハイサワーをお酒と割らずに、“甘くない大人の味の炭酸飲料”としてそのまま飲むのもよしです。

購入先着 200 人には「美尻ポスター」をプレゼント！
ご購入者先着 200 人限定で、非売品の「美尻ポスター」を特別にプレゼント
します。飲食店向けにお配りしている、当社オリジナルの“レアモノ”のポスタ
ーをご自宅に飾れば、家でも“楽しい居酒屋気分”をご堪能いただけます。
今回お付けするポスターには、2010 年に制作した当社初の美尻カレンダ
ーで使用したお尻を大きくプリントしています。

グラスは「ハイサワー」などとセットで販売！“父の日ギフト”にもオススメ
今回制作した「美尻グラス」は、当社の「ハイサワー」や新
商品の「ハイッピークリア＆ビター」などの商品とセットにして
販売し、税込 2052 円～2214 円のお手軽価格でご購入い
ただけます。
セットは 4 種類で、家飲みのユニークな手土産や、毎日仕
事を頑張るパパへの“癒しの父の日ギフト”としてもオススメで
す。

商品概要
セット内容
税込価格
※送料は全国
一律 972 円

販売場所
備

考

美尻グラス 1 個／ハイッピークリア＆ビター（350ml） 5 本

2,052 円

美尻グラス 1 個／ハイッピークリア＆ビター（350ml） 2 本／
ハイサワーレモン（360ml）2 本／ハイッピーレモンビア（350ml） 1 本

2,095 円

美尻グラス 1 個／ハイサワーレモン（360ml） 5 本

2,160 円

美尻グラス 1 個／ハイサワー缶（350ml） 5 本

2,214 円

博水社オンラインショップ：http://www.8138.jp/

発売日

2016 年 6 月 15 日（水）

・上記セットの美尻グラスは、今回発売する 2 種のグラスからお好きな方をお選びいただけます。
・先着 200 人様には、非売品の「美尻ポスター」をプレゼントします。

・

・

・

【美尻カレンダー2016】創業八十八年！「末広がり（八）の LOVE」を込めたお尻を掲載
「美尻カレンダー2016」のお尻選びのテーマは「LOVE」で、創業
88 年を迎える当社から、「末広がり（八）の愛と感謝の気持ち」を美尻
に込めて、皆様にお届けしています。
今年のカレンダーには、ヒップモデルら 33 万 5145 枚の後ろ向き
の水着姿から、約 4 カ月をかけ、愛をこめて厳選した倍率過去最高
のこだわりの美尻たちが、ずらっと登場します。
その美尻に加えてこだわったのが、お尻に添える“セクシーな手”
です。ハイサワーをご愛飲いただいている皆様とこれからも末永く、
恋人のように腕を組んでいきたいという想いから、全てのカットに美
尻とともに、“誘うようなセクシーな手”を入れた構図にしています。“く
びれたウエスト”も魅力的な、思わず腕を組みたくなるお尻たちばか
りで、皆様にも「末広がりの LOVE」を美尻に感じていただけます。

倍率 5.6 万倍を勝ち抜いた美尻たち

カレンダーは 2 種類で、月めくりのプレミアム版（表紙付 13 枚、税込 2138 円）と隔月めくりの通常版
（6 枚、同 1058 円）です。いずれも 33 万 5145 枚の後ろ向きの水着姿から厳選しており、プレミアム版
は倍率約 2.8 万倍、通常版はなんと倍率約 5.6 万倍超の難関を勝ち抜いた、“極上の美尻”たちです。
プレミアム版は大好評で、“ハイ（8）サワー（30）”にかけて販売した 830 部が完売しています。隔月め
くりの通常版は、現在も当社オンラインショップにて、お買い求めいただけます（カレンダー単体：税込
1058 円）。

＜歴代の美尻シリーズ・全 15 シリーズ／計 54 の歴代お尻たち＞
【第 1 弾】美尻の歴史の始まり
2010 年「美尻ポスター」↓

肉感的なヒップを起用
お尻の臀部にハイサワーのロゴ入り
【第 4 弾】「美尻グラス」ほか 2 種↓

【第 2 弾】ブログパーツ
「美尻時計」↓

ヒップが 4 秒毎に
入れ替わるブログパーツ

お尻も景気も
上向きが一番！
【第 11 弾】
「美尻タオル」↓

ボン・キュッ・ボンの
バランスがいいお尻を厳選

【第 5 弾】「美尻カレンダー2012」

グラス、マドラー、吊り下げ旗で居酒屋ごっご

【第 7 弾】「美尻
カレンダー2014」↓

【第 3 弾】
「美尻カレンダー2011」↓

↓

【第 6 弾】「美尻カ
レンダー2013」↓

ツンデレな“小悪魔系美尻”

ま～るいお尻！

【第 8 弾】
「美尻グラス」2 種↓

3 年ぶりとなる
「美尻グラス」の第二弾

【第 10 弾】
「美尻グラス」↓

【第 9 弾】「美尻
カレンダー2015」↓

コンセプトは
ハート形の美尻！

ファンが選んだ
美尻をプリント

【第 12 弾】
「美尻トランプ」↓

【第 13 弾】 「美尻
カレンダー2016」↓

ハート形などマークを連想させる
4 つの美尻を厳選

過去最高の倍率
5.6 万倍から厳選
セクシーな手も！

【第 14 弾】
「美尻グラス」↓

ss

美尻とハイサワーロゴ
を半分にプリント
TPO に応じて使い分け

ハイサワー誕生 35 周年記念に制作

真っ赤なビキニ
が刺激的！
グラス第四弾

「タモリ倶楽部」きっかけに生まれた“美尻グッズ”について
今回で全 15 シリーズ目（54 の美尻）となる「美尻グッズ」の開発のきっかけは、オープニングやエン
ディングがお尻で有名なテレビ番組「タモリ倶楽部」で 2009 年 9 月に、ハイサワーの特集が組まれた
ことです。
番組は当社倉庫を会場に、出演者の皆様がハイサワー各商品で様々なお酒を割って、試し飲みす
るという「倉庫飲み企画」でした。ウイスキーのハイサワーうめ割りなどをタモリさんが絶賛された中、一
番人気は少し変わった泡盛のハイサワーレモン割りでした。そして放送後、この飲み方を知った沖縄
県の居酒屋や酒問屋から問い合わせが入ります。これを機に同県へと進出。現在は各所で泡盛のハ
イサワー割りが「島ハイサワー」として販売され始めました。最近では、東京・八丈島の島焼酎をハイサ
ワーで割って、東京版の「島ハイサワー」として、イベントなどで提供しています。
そんなご縁をつないでくれた偉大な番組に敬意を表し、美尻にこだわったポスターなど販促物の展
開を 2010 年から開始しました。毎回、当社女性社員による「美尻グッズ部」がサワーやかな目線で、
男性社員の願望も聞きながら、お尻を厳選しています。

