
 

2017年 5月 22日 

倍率 2 万倍! “博水社のアイドル”グッズ 

コースターも兼ねた「美尻ブロマイド」 12 枚 新発売 

冷蔵庫に貼って眺めて良し、飲むとき使って良し、の二刀流 

お酒の割り材「ハイサワー」を販売する博水社は、コースターも兼ねた「ハイサワー 美
ビ

尻
シ リ

ブロマイド」

全 12 枚を、2017 年 5 月 22 日（月）から新発売します。当社初の“美尻のブロマイド”は、自社オンライ

ンショップで単体（12 枚一式、税込 1,058 円）と、ハイサワーやハイッピーなど自社飲料とのセット（12 枚

＋商品ほか、同 2,400 円～）売りで、販売します。 

新登場となる「美尻ブロマイド」は、約 24 万の後ろ向き

の水着姿から倍率約 2 万倍もの難関を勝ち抜いた全 12

の美尻を、マグネット式のカードにプリントしたアイテムで

す。プリントするのは、当社の人気グッズ「美尻カレンダ

ー2017」に収録した “博水社のアイドル”たちです。 

本アイテムは冷蔵庫などに飾って楽しむことに加え、

“ブロマイド・コースター”として使えるスグレモノです。サ

イズは縦 9cm、横 6cm のグラスを置いてちょうどいい、ト

ランプほどの大きさです。 

12 枚には、それぞれにお酒と割り材飲料「ハイサワー」

「ハイッピー」のオススメの割り方の比率（1:3）を記載して

います。その黄金比で割れば、居酒屋の本格サワー（チ

ューハイ）の味を簡単に作れます。また撥水性のあるビ

ニール製で、ほろ酔いでお酒をこぼしても、拭けばすぐ

に乾くため、お酒好きには安心です。 

仕事帰りのお疲れモードでも、冷蔵庫の前で可愛い

美尻ちゃんたちを眺めれば、「まずは一杯！」とテンショ

ン上がる仕上がりです。 

ハイサワーや美尻グラスとセット販売!お得な送料無料セットも 

「美尻ブロマイド」は、単体販売（12 枚一式）に加え、当社の

「美尻グラス」や自社飲料のお酒の割り材「ハイサワー」やビール

テイストの「ハイッピー」、アルコール入りの「ハイサワー缶」などと

セットにして販売します。セットは 5 種類で、単体よりお得な特別

価格でご購入いただけます。 

同じ種類のお尻をプリントした、新作の「美尻グラス」（5/15 発

売）との豪華セットもご用意します。家飲みで、お好みの美尻をプ

リントした“ブロマイド・コースター”に、同じ美尻をプリントしたグラ

スを置く、“ダブル美尻”というゴージャスな使い方も可能です。

報道資料 

お仕事を頑張る自分への“癒しのご褒美”や 
お尻好きの友人、彼氏へのプチギフトに♪ 

同じお尻をプリントした美尻グラスとセットも 
家飲みでゴージャスな“W の美尻”が可能に！ 

“美尻コースター”としても使えるスグレモノ！ 



 

＜商品概要＞※価格は税込 

単体内容 美尻ブロマイド（12 枚一式） 1,058 円 

送料 全国一律972円   

セット内容  美尻ブロマイド（12 枚一式）／ハイッピークリア&ビター（350ml）12 本 2,400 円／送料込 

 

美尻ブロマイド（12 枚一式）／ハイッピーレモンビアテイスト（350ml）12 本 2,400 円／送料込 

美尻ブロマイド（12 枚一式）／ハイッピークリア&ビター（1L）6 本 2,600 円／送料込 

美尻ブロマイド 4 枚セット（4 枚の組合せは固定）／選べる新・美尻グラス 1 種 

ハイサワーレモン（360ml）2 本／ハイッピークリア&ビター（350ml）2 本 

ハイッピーレモンビアテイスト（350m）1 本 

3,000 円／送料込 

 

美尻ブロマイド（12 枚一式）／ハイサワー缶（350ml）24 本  4,795 円／送料無料 

販売場所 オンラインショップ：http://www.8138.jp/ 発 売 日  2017 年 5 月 22 日（月） 

問合せ先 博水社オンラインショップ担当 電話：03-3712-4163 

備 考  「美尻ブロマイド」には、当社の人気グッズ「美尻カレンダー2017 年版」に収録した 12 の美尻を

プリントしています。 ※「美尻カレンダー2017」に関するプレスリリースは下記の通りです 

http://www.hakusui-sha.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/54be2347e7e980edcf27b7b55f3c6421.pdf 
 

敏腕営業担当の“美尻グッズ”、記念すべき 20 シリーズ目のアイテム 

「タモリ倶楽部」きっかけに誕生し、今年で 7 年目... 

厳選された“極上の美尻”をプリントしたカレンダーやグ

ラス、タオルなど、今回の「美尻ブロマイド」で歴代全 20 シ

リーズとなる「美尻グッズ」。関東以外の飲食店から「美尻

グッズシリーズは良く知っているよ。ぜひお店で商品と合

わせて採用したい」とお声がけいただけるほど、敏腕営業

ぶりを発揮しています。 

「美尻グッズ」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ほか、“裏技”のような泡盛のハイサ

ワーレモン割りも紹介されました。 

そして放送後、この「泡盛のハイサワーレモン割り」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。これを機に当社は同県へと進出。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。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、今年で誕生 7 年目を迎えます。 

12 の“極上尻ブロマイド”を並べると壮観っ！ 

今年 5 月 15 日に発売したばかりの、 
新・美尻グラスもオンラインショップで好評発売中 



 

（ご参考資料） 歴代の美尻シリーズ・全 20 シリーズ／計 66 の歴代お尻たち 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 博水社 会社概要 

代 表 者  代表取締役社長田中秀子 

資 本 金  2000 万円 売 上 高  11 億 1127 万（2015 年 11 月） 

従業員数 19 人 所 在 地  〒152-0002 東京都目黒区目黒本町 6-2-2 

 

肉感的なヒップを起用 ボンキュボン! 
【第 5 弾】「美尻カ

レンダー2012」↓ 
【第 6 弾】「美尻カ

レンダー2013」↓ 

【第 2 弾】ブログパーツ 
「美尻時計」↓ 

【第 4 弾】「美尻グラス」 
ほか 2 種↓ 

お尻が入れ替わる！ マドラー、吊り下げ旗も！ 
【第 7 弾】「美尻 
カレンダー2014」↓ 

【第 8 弾】「美尻

グラス」2 種↓ 

お尻も景気も上向き グラス第二弾 

【第 9 弾】「美尻 
カレンダー2015」↓ 

ファンが選んだ！ 

【第 10 弾】 
「美尻グラス」↓ 

【第 11 弾】  
「美尻タオル」

 

初のタオル 

【第 1 弾】歴史の始まり 
2010 年「美尻ポスター」

【第 3 弾】「美尻カ

レンダー2011」↓ 

【第 12 弾】  
「美尻トランプ」↓ 

マークを 
連想させるお尻 

【第 13 弾】 「美尻 
カレンダー2016」↓ 

倍率 5.6 万倍！ 

【第 14 弾】  
「美尻グラス」↓ 

真っ赤なビキニ 

【第 15 弾】  
「美尻グラス」2 種↓ 

美尻グッズ部推薦 食卓が明るく♪ 

【第 16 弾】 「美尻 
ランチョンマット」↓ 

 “小悪魔系美尻” ま～るいお尻！ 

美尻ガジェット！ テーマは NEO 

【第 17 弾】 「美尻 
カレンダー2017」↓ 

【第 18 弾】「美尻 
クリーナー」↓ 

ハート形の美尻 

美尻グラス最新作！ 

【第 19 弾】「美尻 
グラス」3 種↓ 

報道各位からの問い合わせ先 

広報事務局（Clover PR 内）／福本、澤本 電話: 03-6452-5220 Mail:cloverpr@cloverpr.net 

または 博水社 広報担当 電話:03-3712-4163 Mail:pr@hi-sour.com 

 


