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倍率過去最高の 3.4 万倍!極上尻を一挙公開
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「ハイサワー美尻カレンダー2019」１０周年! 11/2「いいヒップの日」新発売
眺めるだけ!南国リゾートで美尻とデート気分♪
ビ シリ

お酒の割り材「ハイサワー」を販売する博水社は、年末恒例で 10 周年となる「ハイサワー美尻カレン
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ダー」の 2019 年版を、本日 11 月 2 日（金）の「いいヒップの日」から、当社オンラインショップで新発売し
ます。
毎月お尻が入れ替わる「プレミアム版 14 枚綴り」（表紙＋12 枚＋10 周年記念ページ、税込 2,440 円）
と、隔月でお尻が替わる「スタンダード版 7 枚綴り」（同記念ページ＋6 枚、同 1,468 円）の 2 種をライン
ナップします。ともに、迫力満点の A2（420×594mm）サイズです。
今回のお尻選びのテーマは、「南国リゾート」です。誕生 10 周年の感謝の気持ちを込めて、美尻と南
国リゾートへ記念デートをしているかのような、“妄想美尻旅行”をお客様にプレゼントします。
ビーチに立つ美尻はもちろん、サンセットを眺める美尻、クルージング中の美尻、キャンプを楽しむ美
尻など、色々なデートシーンのシチュエーションを妄想させる“バカンスなお尻”が並びます。
12 の“神尻”たちは、過去最高となる 41 万 1201 枚もの、ヒップモデルら後ろ向きの水着姿から、当社
女性社員 6 人の「美尻グッズ部」が厳選しました。「プレミアム版（月めくり）」は倍率約 3.4 万倍、「スタン
ダード版（隔月めくり）」はなんと約 6.9 万倍となる、超難関の“美尻審査”を勝ち抜いたスペシャルなお
尻を掲載する、まさに“ハイエンド”なカレンダーです。

美尻を完全非公開で行った先行販売（10/10～10/26）は、大好評でご予約が殺到！

歴代 78 尻で、10 周年を祝うスペシャルページ付き
当社の冬の風物詩となった「美尻カレンダー」は、2019 年版で
10 周年を迎えます。新カレンダーには、過去に収録（10～18 年版）
した歴代 78 の全美尻を一挙大公開する、スペシャルページを特典
として付けます。
78 の美尻を使い「10 周年」の「10」を描いた、今回だけのメモリア
ルな 1 ページです。

歴代 78 の尻で「10」を描いた、
10 周年スペシャルページ

表紙は一年中飾れるポスター仕様♪
毎月違うお尻を楽しめる、贅沢な月めくり「プレミアム版カレンダー」
は、12 カ月分の美尻たちを並べた表紙も付きます。
美しい砂浜にハイビスカスの花をあしらい、“トロピカルムード”を演
出。ポスター仕様なので、表紙を切り取って、カレンダーと並べて貼る
などして、お楽しみいただけます。12 の“神尻”たちを、1 年間を通じて
“ムフフ気分”で眺めることができます。

レインボーカラーやヒョウ柄など、エッジの効いた水着もこだわり
カラフルでフォトジェニックなビキニの数々も、“美尻ファン”の皆様の
刺激をくすぐる、こだわりのポイントです。
10 周年だけに、ヒョウ柄やレインボーカラー、デニム加工、エスニック
風など、これまでの「美尻カレンダー」に無い、新鮮でエッジの効いたデ
ザインを厳選しました。
色とりどりの水着の至極のお尻たちが、毎日を明るく彩り、眺めている
だけで楽しく、元気になれるカレンダーです。

友達同士で“推し尻”を議論するのも楽しみ方の一つ
サンセットを眺めるうっとり系（「プレミアム版（月めくり）」12 月／スタンダード版（隔月めくり）11 月 12
月）、クルージング中のテンション輝き系（「プレミアム版（月めくり）」7 月）、キャンプを楽しむアクティブ系
（「プレミアム版（月めくり）」5 月）といった、ジャンルの異なる美尻が、様々なデートシーンを想起させてく
れます。ハイサワーを飲みながら、「俺はこの子！」「私はあの子！」と、友達同士で自分の“推し尻”を議
論してみるのも楽しみ方の一つです。

「ハイサワー缶」で美尻と乾杯!セット販売
「美尻カレンダー2019」は、「プレミアム版（月めくり）」と
「スタンダード版（隔月めくり）」ともに、東京・目黒発の“ご
当地缶チューハイ”「ハイサワー缶 レモン」1 本とのセット
で販売します。
“本格派レモンサワー”を片手に、お好みの美尻と乾杯
する、そんな至極のひと時を提供します。

平成最後（4 月）の“セクシー系美尻”と乾杯！
カレンダーは、「ハイサワー缶」とセットで販売

「ハイサワー」のトリビア情報も…
各ページ右下には、「ハイサワー」にまつわるトリビアをさりげなく紹介します。レモンサワーを美味しく
飲めるお酒とハイサワーの黄金比のほか、ハイサワーをつかったレモンサワーに谷中ショウガや岩塩、コ
ショウなどを“ちょい足し”した、家飲みにおすすめのユニークな“進化形レモンサワー”のレシピを掲載。
また、「美尻グッズ」「ハイサワーロゴ T シャツ」といった当社オリジナルグッズの情報なども紹介していま
す。

「発売はいつ?」「待ちきれない!」の問い合わせ多数の人気ぶり
社員が愛を込めて制作する美尻カレンダーは、全国にファンのいる人気ぶりです。毎年、多くのお客
様から「今年も手に入れたいので、いつ発売ですか？」といった問合せをいただきます。
先日（9 月）も、「夏が過ぎると、そろそろ来年の美尻カレンダーが発売されるんだ！と、ワクワクしてい
ます♪」といった、有難いご連絡を頂戴しています。

「ハイサワー 美尻カレンダー2019」 商品概要
商品名 ハイサワー 美尻カレンダー2019 スタンダード
7 枚（隔月めくり＋スペシャルページ）／ハイサワー缶 1 本

税込価格 1,468 円 ※送料は全国一律 972 円

ハイサワー 美尻カレンダー2019 プレミアム
14 枚（月めくり＋表紙＋スペシャルページ）／ハイサワー缶 1 本

2,440 円 ※送料は全国一律 972 円

発売日 2018 年 11 月 2 日（金） ※商品の発送は 11 月中旬以降、順次
販売場所 博水社オンラインショップ （http://www.8138.jp/）
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※着日・時間指定は不可

様 A2 サイズ（420×594mm）

考 セット販売の「ハイサワー缶」はお酒なので、本商品の購入は 20 歳以上の方に限らせていただきます

累計発行部数 5.5 万部!ハイサワーの名物グッズ
「タモリ倶楽部」きっかけに生まれた「美尻カレンダー」＆過去のお尻のテーマ
人気テレビ番組「タモリ倶楽部」をきっかけに生まれた「美尻カレンダー」は、2010 年版を居酒屋向け
に配布したところ、一般の方から「どうしても手に入れたい」という声が殺到。そこで、2011 年版から一
般販売を開始しました。累計発行数約 5.5 万部を誇る、ハイサワーの名物です。

10 年 肉感的＆ボリューミー

11 年 ボン・キュッ・ボン！

12 年 小悪魔系美尻

13 年 ま～るいお尻

14 年 お尻も景気も上向き

15 年 ハート形の美尻

16 年 腕組んで恋人気分

17 年 お尻が進化＝NEO

2018 年版カレンダーは、
創業 90 周年で
「キュッ(9)と丸(0)い」
可愛い美尻を厳選

＜全 28 シリーズ、「タモリ倶楽部」きっかけに生まれた「美尻グッズ」について＞
博水社は 2010 年から、厳選した“極上の美尻”をプリントしたカレンダー
やグラス、トランプ、スマホスタンド、うちわなど、「美尻グッズ」各種を販売し
ています。今回の「美尻カレンダー2019」は、28 シリーズ目（計 90 の美尻）
のアイテムです。
ハイサワーの取り扱いの少ない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。是非うちの店も美尻の楽しいポスターと一緒に、
ハイサワーやハイッピーをメニューに入れたい」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」の開発のきっかけは、お尻のオープニングやエンディング
でお馴染みのテレビ番組「タモリ倶楽部」で、ハイサワーの特集が組まれた
ことです（2009 年 9 月）。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。

美尻のトランプ、グラスに、
スマホスタンドなど多彩！

放送後には、タモリさんが番組で絶賛された「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」として販売されています。さらにタモリさんは「ウイスキーのハイサワ
ーうめ割り」もお気に入りで、多くの居酒屋のメニューに加わりました。
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販
売を 2010 年から開始。来年（2019 年）、「美尻カレンダー」は誕生 10 周年を迎えます。

1980 年誕生、大衆酒場で愛飲されるロングセラーブランド
レモンサワーを作るための元祖割り材「ハイサワーレモン」について
「わ・る・な・ら・ハイサワー」の CM でヒットした、博水社のお酒の割り材「ハイサワー
（HI-SOUR）」は、日本初のレモンサワーを作る焼酎の割り用飲料として 1980 年に発売。
愛飲されて約 40 年のロングセラー商品です。
レモンテイストの発売後、グレープフルーツや青りんご、またホップを配合したビールテ
イストの「ハイサワーハイッピー」、さらに初のアルコール入り「ハイサワー缶 レモン」と種類
を増やしながら、2016 年 11 月末には累計販売数 16 億 5000 万本※を突破しました。
※200 ミリリットル瓶換算

創業 85 周年の 2013 年（2 月）には、酒類市場に初参入。アルコール入りのハイサワー「ハイサワー
缶 レモン」を発売。東京・目黒発の“ご当地缶チューハイ”として、東京の居酒屋で出される“本格レモ
ンサワー”の味を再現しています。
最近では、“レモンサワーブーム”を追い風に、「ハイサワーレモン」の販売が好調です。2017 年の
「ハイサワーレモン」の酒屋・飲食店へ業務用商品(200 ミリリットル・リターナブル瓶)の販売数量（東京・
神奈川・埼玉・千葉の 1 都 3 県）は、前年比 17%増の約 268 万本で、4 年連続で増加。2017 年は、こ
こ 10 年で最高の数字となりました。

報道各位からのお問い合わせ先
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

