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空前の美尻（ビシリ）ブームの中、5 人の“神尻モデル”選抜
令和初「ハイサワー美尻カレンダー」 発売
自社で撮り下ろし！撮影秘話をネットでたっぷりと公開！
2020 年はスポーツの年！テニスや野球等を構図に採用、スポーティーな 12 尻
お酒の割り材「ハイサワー」を販売する、老舗飲料メーカー博水社は、令和初となる「ハイサワー美尻
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（ビシリ）カレンダー」の 2020 年版を、2019 年 11 月 12 日（火）の「いいヒップの日」から、通販サイト「ア
マゾン」ほかで新発売します。
カレンダーは、毎月お尻の入れ替わる「プレミアム版」（13 枚綴り／表紙＋12 枚、税抜・送料込み
3,000 円）と、隔月で入れ替わる「スタンダード版」（6 枚綴り、同 2,000 円）の 2 種をラインアップします。
サイズは迫力満点の大型 A2 版（420×594mm）で用意します。
年末恒例の「美尻カレンダー」は、11 年目を迎えます。令和初
を記念して、今回、撮影時の秘話を特設サイト上でたっぷり公開し
ます。自社による撮り下ろしの様子を、カレンダーを眺めながら、
共にお楽しみいただける工夫です。カレンダーのために選抜され
た、女性も憧れる“神尻”を持つ「ハイサワー美尻ガール」5 人によ
る、楽しくも真剣な秘話の数々です。
2020 年は“スポーツの年”として、お尻のテーマは、“スポーティ
ー美尻”に設定。鍛え上げられた、ハリのある、美しい丸みのお尻
が勢揃いします。ハイサワーらしい、強炭酸の“ピチピチ感”が溢
れる、元気な“極上尻”がずらり並びます。
こだわりのお尻には、丸みに沿って、「ハイサワー」の赤字ロゴを
アクセントにあしらっています。

表紙は“金メダル色”ビキニ
メダルのような真ん丸美尻（ビシリ）

13 枚綴りのプレミアム版の 1 月と 12 月は金色と銀色の“メダル色”のビキニで、その間の 2 月から 11
月までのページの構図には、ハイサワー美尻ガールたちが色々な競技の道具を手にしており、お尻で
スポーツシーンを“キュっと上向き”に盛り上げます。

1 月のお尻は「金メダル色」、12 月は「銀メダル色」のビキニ！2～11 月の美尻モデル達は、テニスや野球ボール、卓球
のラケットやボクシングのグローブを手にするなど、様々な競技道具（13 枚版は 10 種の競技、6 枚版は 5 種）を、構図
に取り入れています

表紙はポスター仕様！眩しい“金メダルカラー”美尻に、一年中エキサイティングな気分！
プレミアム版（13 枚綴り）は、ポスターとして切り取って使える、豪華な表紙付きです。この栄えある表
紙は、1 月の“金メダル色”のビキニの美尻が、他の月の美尻に囲まれ、別カットで大きくプリントされてい
ます。丸い金メダルのように真ん丸の美尻は、ヒップラインも美しく、女性も憧れるカッコ良さです。ゴール
ドで眩しいインパクト抜群のお尻を眺めながら、スポーツ観戦時のような“エキサイティング気分”で、オリ
ンピックイヤーの 2020 年の 1 年間をお過ごしいただきます。
また、この“金メダルカラー”の美尻ガールが手に持つのは、当社のイチオシ新商品「ハイサワー缶プ
レミアム シークヮーサー×レモン」。果汁 17%の高級缶チューハイで、2020 年をリッチに彩ります。

特設サイトで、撮り下ろし時の秘話たっぷり公開！
“お尻の顔”をより美しく魅せるため奮闘尻の丸みをつぶさぬよう、お尻の化粧直し！！！
今回、自社によるお尻（モデル）の撮り下ろしを、海の見えるスタジオで実施。当社社長の田中秀子と
女性社員による「美尻グッズ部」が、お尻自慢の「美尻ガール」の撮影スタッフに加わりました。
「美尻グッズ部」はこれまで、「美尻カレンダー」をはじめとする当社人気の「美尻グッズ」の製作にあた
り、約 152 万ものお尻の目利きをしてきた“美尻のプロ”です。男性が見ても女性が見ても美しいお尻を
心得ており、撮影当日も、撮影角度や太陽と光の当たり具合、影の付け方、全体のポーズ、腰のひねり
具合、重心の位置、お尻に添える手の位置、背景に至るまで、“お尻の表情”のために徹底的にこだわ
り抜きました。
また、モデル自身も“お尻の顔”をつぶしたり、シワを入れないよう、移動中
や休憩中にも、やわらかいクッションの上に座ったり、足を組み替えて重心の
移動をしたり、キラキラパウダーやクリームで美尻の輝きを維持したりと、入念
な「お尻の化粧直し」をし、美尻グッズ部と一丸となって撮影に挑みました。
さらに、撮影予定数日前から洋服や下着の跡が残らないように、お尻のケ
アをも打診するなどの徹底ぶりです。
撮影は 2 日間、切ったシャッターの総数は合計 3679 カット。「プレミアム版
（月めくり）」の“12 美尻”は倍率約 307 倍、「スタンダード版（隔月めくり）」は
約 613 倍の難関を勝ち抜いた秀作です。

撮影を行った海の見えるスタジオ

こうした撮影秘話や美尻カレンダー製作へのこだわり秘話は、美尻グッズファンの皆様向けに、特設
サイト上でたっぷりと公開します。 （URL：http://www.hakusui-sha.co.jp/?p=4145）

“美尻モデル”探しに難航、当初は 12 人選抜予定も最終選考通過 5 人のみ！
カレンダー製作で最も難航したのが、“美尻モデル”探しです。当初は 12 カ月分ということで、12 人
を採用する計画でした。しかし、「美尻グッズ部」のメンバーのお眼鏡にかなう 12 人が、なかなか見つか
りません。
社長の田中自ら、モデル事務所やスポーツジムを訪問し、スカウトをした際には、「ぜひ顔も出した
い！」という応募も多かったものの、【「美尻カレンダー」は顔は出さない】理由から、採用することができ
ないモデルもたくさんいました。また書類選考の後のオーディションの際は、自分が一番きれいに見える
本人一押しのビキニのみならず、ヒールの高いサンダルも持参していただき、面接を実施。最終的なお
尻の上がり具合の角度にもこだわり、当社美尻グッズ部が採点を重ねました。

こうした約 6 カ月間の苦労の末、「この子（美尻）だ！」とメンバー総意で太鼓判を押したのが、モデル
やスポーツトレーナーを含む様々な職業の方の 5 つの美尻（顔）です。
その最終選考通過者 5 人の“顔”に、さらには各々どのような色合いのビキニやアクセサリー、ネイル
が一番合うかなど細部までこだわり、ポージングも決め、異なる表情のカレンダー用 12 カットが完成しま
した。
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、「美尻カレンダー」の楽しみ方の一つです。

600 着から 12 着の水着を厳選！
水着選びにも、とことんこだわりました。約 600 着のビキニから、“お尻の表情”を“美しく魅せる”12 着
を厳選。金メダル、銀メダル色といった“ラグジュアリー系”から、花柄、フリル、ピンクなどの“プリティー
系”、ジャングル柄の“ワイルド系”や色鮮やかな真っ赤なビキニの“クール系”まで、“美尻ファン”の期
待に応える選りすぐりの衣装ばかりです。

ハイサワーらしいレモン色ビキニと、フリルが可愛い花柄ビキニ

ラグジュアリーな“銀メダルカラー”のビキニと、ジャングル柄の“ワイルド系”ビキニ

美味しいレモンサワーの作り方やタモリさん絶賛レシピ
美尻グッズ等のトリビアもさりげなく…
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作れる、お酒とハイサワーの黄
金比のほか、タモリさん絶賛の「ウイスキーのハイサワーうめ割り」な
どの当社オススメ“割り方”レシピを掲載。
また、「美尻グラスや美尻トランプなど大人気の美尻グッズ」「ハイ
サワーロゴ T シャツ」といった当社公式オンラインショップ「美尻（ビ
シリ）ハイサワー商店」（http://www.8138.jp/）でのみ買える、限定
販売のオリジナルグッズの情報なども紹介しています。

「ハイサワー 美尻（ビシリ）カレンダー2020」 商品概要
商品名

ハイサワー 美尻カレンダー2020 スタンダード

ハイサワー 美尻カレンダー2020 プレミアム

6 枚綴り（隔月めくり）／A2 サイズ（420×594mm）

13 枚綴り（月めくり＋表紙）／A2 サイズ

税抜価格

2,000 円 ※送料込み

3,000 円 ※送料込み

発売日

2019 年 11 月 12 日（火）

販売場所

アマゾン（Amazon）内 「美尻カレンダー」購入ページ
6 枚綴りスタンダード版 : https://www.amazon.co.jp/dp/B07YSF5D59?ref=myi_title_dp
13 枚綴りプレミアム版 : https://www.amazon.co.jp/dp/B07YS81BFV?ref=myi_title_dp

特設

「美尻カレンダー2020」の、お尻（モデル）の自社撮り下ろし時の秘話をたっぷりと公開します

サイト

URL：http://www.hakusui-sha.co.jp/?p=4145

累計発行部数 6.2 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。過去 10 シリーズで、累計発行数約 6.2 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

社員が愛を込めて製作する「美尻カレンダー」は、
おかげさまで、全国にファンのいる人気商品です。
毎年、夏頃になると、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。

18 年創業 90 年でキュッと丸

19 年南国デート気分美尻

先日（8 月）も、「毎年購入しています。今年も販売
が楽しみです。いつ販売しますか？」といった、有
難いご連絡を頂戴しています。

全 32 シリーズ、
「タモリ倶楽部」きっかけに生まれた「美尻（ビシリ）グッズ」
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、タオル、スマホスタンドなど「美尻グッズ」各種を販売しています。今回の
2020 年版カレンダーは、32 シリーズ目（計 102 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。
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、この泡盛のハイサワー割りを「島ハイサワー」と
命名し、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（2020 年）、「美尻カレンダー」は誕生 11 年（11 作目）を迎えます。

誕生 40 年のロングセラー、大衆酒場で愛される割り材の元祖「ハイサワー」
「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」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 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」と種類を増やしながら、2018 年 12 月末に
は累計販売数 16 億 3000 万本（200ml 瓶換算）を突破しました。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」の業務用商品も人気を集めていま
す。
創業 85 周年の 2013 年には、酒類市場に初参入し、アルコール入りの「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、高級スーパ
ーを中心に高い支持を得ており、2018 年の販売数量は前年比 205%と売上好調
です。
2019 年 4 月からは、沖縄県産のシークヮーサーのストレート果汁をたっぷり使っ
た果汁 17%で、人工甘味料・酸味料無添加の高級缶入りチューハイ「ハイサワー
缶プレミアム シークヮーサー×レモン」を新発売しました。

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

