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“憧れの女性店員にささやかれたい甘～いセリフ” 受賞 30 作品決定
「お客さんタイプなんです」「お店が終わるまで待っていて。」など
男なら一度は言われてみたい“ムフフな妄想作品”がズラリ！
お酒の割り材「ハイサワー」を販売する博水社は、居酒屋など行きつけのお店の“憧れの女性店員”
から耳元でささやかれたい“甘～いセリフ”を募集する公募キャンペーンの、受賞 30 作品を決定しました。
受賞作品は、本日 2016 年 5 月 17 日（火）から、特設サイト上で発表します。
（URL：http://www.hakusui-sha.co.jp/sasayaki/）

受賞作品には、「お客さんタイプなんです」「お店が終わるまで待っていて。」「ぶち嬉しいっちゃ、会
えて」といった、こっそり店員から言われたら“ムフフ”と妄想してしまいそうなセリフをはじめ、「わたすのと
っつあんに良く似てる」「枝豆と私、どっちが好きですか？」などのユニークなセリフも選定しました。
今回の公募では、行きつけのお店の“憧れのマドンナ店員”から「男なら一生に一度はささやかれて
みたい！」と夢見るセリフを、「スナックのママ部門」「方言が可愛い店員部門」「居酒屋のアルバイトの女
の子部門」の 3 部門に分けて募集しました。20 代～80 代の全国の酒場好きの皆さまから“ムフフな妄想”
が詰まった 1400 を超える応募作品が集まり、その中から各部門トップテンの計 30 作品を選定しました。
今後さらに、各部門 10 作品の中から 1 位の 3 作品を選定し、そのセリフをグラスに印字した「マドンナ
店員のささやきグラス」を、2016 年 6 月末から当社オンラインショップ限定で発売します。

【スナックのママ部門】…“大人の女性”の魅力あふれるセリフがズラリ！
お店が終わるまで待っていて。（ナンジェラナオキ・神奈川）

グラスの底まで付き合うわ。 （かっぱさん・静岡）

私が酔ったら介抱してね （あずきなこ・広島）

今度は一人で来てね♪ （とちろー・京都）

はい、これ「部屋の鍵」。 （ヘイアン・三重）

ネクタイ外してあげよっか？ （宮の森菊丸・愛知）

他の飲み屋行ったらお仕置き （ミズキ・山形）

あなただけ、お通し多めよ （今津ヨシマサ・神奈川）

少し焼酎濃い目にしたからね （ぺい・北海道）

顔見ないと心配なのよ （Marsa.I・神奈川）
※受賞作品と投稿者ペンネーム・出身地（以下同じ）

【方言が可愛い店員部門】…これぞ方言萌え♪ 関西弁、福岡弁などの可愛い方言がランクイン
ぶち嬉しいっちゃ、会えて。 （さくら・山口）

あんたの心。盗んでもうた。

うちに惚れたらアカンよ （りのんぱ・東京）

おかわりすんべ？ （JM・岩手）

流し目が好きやねん （KU・埼玉）

彼女いてはりますか。 （大阪ゆうちゃん・大阪）

シャイなあんたが好いと～よ （寿々・佐賀）

まんずイイオトコだがやー （よしぼう・栃木）

わたすのとっつあんに良く似てる （ロビンフッド・兵庫）

他の子見んといて～！

（天ざる・東京）

（くらちゃん・愛知）

【居酒屋のアルバイトの女の子部門】…こっそり言われたら、嬉しすぎて“ムフフ”としちゃう！
お客さんタイプなんです （カッパくん・石川）

コースターの裏、みてください （恵・兵庫）

店長には秘密です? （エミ・群馬）

隠し味に恋が入ってます （ハル・福岡）

昨日夢に出てきましたよ。 （しん・東京）

もう少しで上がりなんですけど… （虎太郎・新潟）

バイトが終わるまで待っててね （みじんこ・東京）

私のシフト渡しておくね （哲夫・神奈川）

熱いから、フーフーして食べてね （タカダム・愛知）

枝豆と私、どっちが好きですか？（いもちゃん・神奈川）

1400 超の“妄想作品”から社員全員で、“メロメロになる甘～いセリフ”を選定
今回の公募企画は、居酒屋など行きつけのお店の“憧れの女性店員”から耳元でささやかれたい“甘
～いセリフ”を、15 文字以内で、1 カ月間（3/23～4/23）かけて募集。当社の予想を上回る 1400 以上の
作品が、全国の酒場好きの男性の方々を中心に集まりました。3 部門（「スナックのママ部門」「方言が可
愛い店員部門」「居酒屋のアルバイトの女の子部門」）のトップテンの作品を、16 人の社員全員で、「分
かる！」「思わずメロメロになる！」「ささやかれてみたい！」と共感できることや、内容のユーモアさなどを
基準に選定しました。
各部門 1 位の 3 作品のセリフは、グラスに印字して、「マドンナ店員のささやきグラス」として、6 月末か
ら当社オンラインショップ限定で発売予定です。また、そのトップの受賞者 3 人には、焼酎を割って居酒
屋の本格サワーが作れるお酒の割り材「ハイサワー」のレモン、青リンゴやお酒入りの「ハイサワー缶 レ
ハ イ サ ワー

モンチューハイ」などを取り揃えた、“ハイサワー価格”の総額813 8 円相当の豪華セットを贈呈します。
「憧れのマドンナ店員」からささやかれたいセリフ 公募キャンペーン 概要
居酒屋やスナックなど、行きつけのお店の憧れの女性店員からささやかれたいセリフを 15 文字
以内で募集。「スナックのママ部門」「方言が可愛い店員部門」「居酒屋のアルバイトの女の子部
内容

門」の 3 部門に分けて公募し、各部門 1 位の 3 作品を選定。受賞 3 作品のセリフはグラスに印字
し、6 月末から「マドンナ店員のささやきグラス」としてオンラインショップで発売します。なお、各部
門トップ 10 の作品は、特設サイト上（URL：http://www.hakusui-sha.co.jp/sasayaki/）にて発
表します。 ※お一人様あたりの応募件数に上限はありません

応募期間

2016 年 3 月 23 日（水）～4 月 23 日（土）

応募方法

博水社 HP 特設サイト（URL：http://fs224.formasp.jp/w639/form2/）上の応募フォーム

応募資格

20 歳以上の方

ハイサワー（レモン 1L 2 本、青リンゴ 1L 2 本、グレープフルーツ 1L 2 本、ダイエットレモン 1L 2 本）

賞

品

わるなら（抹茶 300ml 1 本、赤しそ 300ml 1 本）／ハイサワー缶 レモンチューハイ（350ml 2 本）
オリジナル風呂桶／美尻グラス／美尻タオル を揃えた、8138 円相当のセットを、3 人様に贈呈
○応募作品の使用権は主催者に帰属するものとします。また作品は当社の広報活動に使用させていただきます。 ○応
募作品の内、各部門 1 位の受賞 3 作品及び各部門それぞれのベスト 10 の作品（以下「本採用作品」という）の著作権（著

そ の 他

作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）、商品化権、商標権その他の一切権利は、株式会社 博水社に帰
属します。また、応募者は応募作品に関し、著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しないこととしま
す。 ○応募作品は自作、未発表のものに限ります。応募作品の著作権等に関わる問題が生じた場合は全て応募者の
責任になります。○応募作品は返却しません。 ○応募の時点で、この応募要項に記載の事項に同意したものとします。

“スナックのママにささやかれたいセリフ”を印字した“面白グラス”の第二弾として発売
当社は、スナックなどの飲み屋のママに耳元でささやかれ
たいセリフを、グラスに印字したシリーズ「ママのささやきグラ
ス」3 種（各税込 540 円）を、昨年 10 月に第一弾として発売
し当社オンラインショップで好評販売中です。
今回の公募キャンペーンで選ばれた各部門 1 位の 3 作品
は同じくグラスに印字し、シリーズ第二弾の「マドンナ店員の
ささやきグラス」として、6 月末から発売予定です。

ハイサワー35 周年「これからも愛飲して」の想いをグラスに!
昨年 10 月に新発売した「ママのささやきグラス」3 種には、「浮気はだめよ❤」「帰っちゃいやよ❤」「お
客さん終点だよ！」の、3 つのユニークなフレーズをプリントしています。このグラスは、当社営業部の呑
兵衛な男性社員 3 人の笑い話「男だったらいつかは、行きつけのスナックのママに、“浮気はだめよ”な
～んて耳元でささやかれてみたいよね」をヒントに考案。当社社長の田中秀子ら女性社員が、「男性の
心境ってそんな感じなのネ」「それならば、その夢を叶えましょう！」と思い立ち、“男性のバラ色の妄想”
を“ハイサワーからお客様への想い”に転換して、形にしました。グラスを前にする全ての皆様に、「（昨
年）発売 35 周年を迎えたハイサワーを、これからもずっと、愛飲してください」という想いを、ユーモラス
に、それとなく伝えます。

第一弾「ママのささやきグラス」 商品概要
税

込

価

格

単品 540 円／セット 702 円～

販

売

場

所

博水社オンラインショップ （URL：http://www.8138.jp/）

発

売

日

2015 年 10 月 14 日（水）

