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2011 年 9 月 16 日 

ハイサワー 新設する公式 Facebook で展開 
BAR からもつ焼きまで…5 店のイケメン店員とコラボ！ 

ハイサワーモヒートなど美男子による女子向けレシピ 

 お酒を割る清涼飲料ハイサワー製造・販売の「博水社」（東京都目黒区 田中秀子社長）

は、当社の公式 Facebook ページを 2011 年 9 月 16 日（金）に開設します。 

 今回の公式ページ開設を記念し、開設日から 10 月 15 日（土）までの約 1 ヶ月間、

都内と神奈川県の計 5 店舗と協力し、各店の“イケメン店員”がオリジナルのハイサ

ワーカクテル全 7 種を提供するキャンペーン「イケメン店員が作るハイサワーカクテ

ルフェア」を開催します。モヒートのハイサワー版やレッドアイのハイッピー版など、

“イケメン店員”が当社商品を使った、女性が喜ぶオリジナルのカクテルを提供します。 

 また“いいね”ボタンをクリックすると各店の“イケメン店

員”をご覧いただけたり、ユーザーへの“イケメンメッセージ”

を紹介するなど遊び心のある内容です。「一杯目無料」「チャー

ジ料金無料」などの Facebook 限定オリジナルクーポンも配布

します。 

 今回のキャンペーンは、Facebook と“イケメン男子”を連

動することで、女子では入りにくい BAR やもつ焼き屋でハイ

サワーを楽しんでいただく狙いです。ハイサワーを使えば簡単

に美味しいカクテルが作れることを知っていただき、自宅でも

楽しんでもらえるようアピールします。 

 お父さん世代に愛飲され続けるハイサワーを、もっと若い方

にも身近に感じていただき、焼酎だけではない割り方が楽しめ

るハイサワーの魅力を伝えます。 

イケメン店員のオリジナルカクテルと店舗 
呑み屋カフェ「さばの湯」（世田谷区） ①グレフルカルピスサワー 

オーセンティックバー「ガスライト」（新宿区） ②ニュートン･サワー 
③シトロン･スカッシュ 

Café&Bar 「BE-WAVE」（新宿区） ④抹茶ッピー 
⑤ハイサワーモヒート 

居酒屋「魚頭健蔵」（港区） ⑥ハイッピー・アイ 
もつやき居酒屋「幸太」（横浜市） ⑦生姜ハイサワー 
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公式Facebook内でのキャンペーン概

キャンペーン名 
要 

「イケメン店員が作るハイサワーカクテルフェア」 
開催期間 2011 年 9 月 16 日（金）～10 月 15 日（土） 
Facebook URL https://www.facebook.com/HiSour8138 

開催場所 

店舗概要 Facebook オリジナルクーポン 
呑み屋カフェ「さばの湯」 
東京都世田谷区経堂 2-6-6 plumbox V 1 階 
URL:http://sabanoyu.oyucafe.net/ 

オリジナルカクテルはじめの 1 杯を

無料で提供 

オーセンティックバー「ガスライト」 
東京都新宿区四谷 2-13-3 大和屋ビル B1F 
URL: http://www.bar-gaslight.com/ 

チャージ料金 1000 円とハイサワー

カクテル 1 杯無料 

Café&Bar 「BE-WAVE」  
東京都新宿区歌舞伎町 1-15-9 
URL:http://be-wave.co.jp/shinjyuku/cafe/ 

オリジナルカクテルを頼んだ方にバ

ナナコイン（店内通貨 999 円相当）

を 1 枚プレゼント 
居酒屋「魚頭健蔵」  
東京都港区芝 5-26-20 建築会館 1F  
URL:http://www.diamond-dining.com/uo/index2.html 

オリジナルカクテルはじめの 1 杯を

無料で提供 

もつやき居酒屋「幸太」 
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-20-3 中島ビル 1F 

オリジナルカクテルはじめの 1 杯を

無料で提供 

実施概要 

・各店の厳選された“イケメン店員”が当社商品「ハイサワー」や「ハイッピー」を使ったオリジ  
 ナルカクテルを期間限定で提供 
・オリジナルカクテルのレシピや、“イケメン店員”の情報は当社 Facebook ページで紹介、 
 ページ内にはクーポンを提供 

 

 

 

 

当社商品のレシピ拡大について 

 

 

 

 

現在、当社 HP では、ワイン・日本酒・梅酒・杏露酒・コーヒーリキュールなどを使ったレシピを紹介

し、ハイサワーの楽しみ方の提案を強化しています。 

そのような中、2009 年 9 月に人気番組「タモリ倶楽部」で、“ハイサワーの試し割り”という企画が放

送、様々な飲み方が試された中、出演者から「泡盛のハイサワーレモン割り」や「ウイスキーのハイサワ

ー梅割り」が美味しいと、意外な楽しみ方が誕生しました。 

当社は、その泡盛のハイサワーレモン割りを「島ハイサワー」と命名し、沖縄県の流通大手や居酒屋

に提案、2010 年 5 月に初めてハイサワーの沖縄県への配荷が決定しました。 

そうしたことから、ハイサワーの需要拡大には新たな飲み方の提案が重要と考え、ハイサワーを使っ

たゼリー、卵黄と割ったレシピ、トマトジュースやオレンジジュースと割ったノンアルコールのレシピなど

新たなメニューを試作しています。 
さらに 2011 年 1 月 1 日からは、「ハイサワー365 日カレンダー」と題し、お客様から飲み方を公募し

た斬新なレシピを毎週カレンダー形式で紹介する企画を当社ホームページ上で行っています。（URL：
http://www.hakusui-sha.co.jp/recipe/recipe365.html） 

今回の Facebook の公式ページ開設でも、さらにお客様からの声を反映し、ハイサワーのレシピ拡

大を目指します。 

＜今回の公式 Facebook ページ 開設の背景＞ 
 誕生 30 周年を迎える「ハイサワー」は、これまで一般消費者や飲食店のファンから、焼酎や

ワイン・日本酒・梅酒・杏露酒など様々なお酒を割る飲料として愛されてきました。割り材の

ほか、料理やデザートの材料としても使っていただいています。 
 この多彩な使われ方を Facebook 内で紹介したり、またファンとの交流から募集することで、

さらに愛される商品になることを目指します。 
 さらにこれまで接点の少なかった若い方々の“生の意見”を集めることで、今後の販促や新

商品開発に活かしていきます。 
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博水社とハイサワー 年表 
西暦 年号 内容 

1928 S3 品川区で田中武雄商店として創業、創業者は田中武雄 

1930 S5 品川区大崎に移転、ラムネ･みかんジュース･サイダーの製造開始 

1954 S29 目黒区目黒本町に工場を移転 

1960 S35 三代目女社長となる田中秀子が生まれる 

1961 S36 

コカ･コーラなどアメリカの飲料メーカーが日本に上陸。圧倒的な販売網を形成し日本全国

に普及、清涼飲料業界は前年比 700%増と急拡大、大手市場の独占となる 

当時、都内に 250軒あった中小企業の町のジュース屋は、軒並み倒産･廃業、現在は40軒

ほどに。博水社は炭酸を主軸に展開、ウイスキーのハイボール割りとして使われていた 

1975 S50 

「ジュース以外の商品を」と二代目･田中専一が 6 年かけて開発したビールテイストのレシピ

が完成するも、6 年前のエッセンスやホップが入手できない状況で新商品開発が暗礁に乗り

上げる。気分転換に二代目社長･田中専一が娘二人（現三代目社長ほか）と、アメリカのロサ

ンゼルスやサンフランシスコを旅行、ジンフィズはじめカクテルの種類の多さと普及に着目 

帰国後すぐ「日本のカクテルを作ろう」と、ジンにかわる焼酎をベースに試作開始 

1980 S55 

「ハイサワー レモン」（200ml）が完成（商標出願 8 月 22 日） 

我輩が作ったサワーという意味で「輩サワー」と命名、商標登録も「ハイサワー」ではなく

「輩サワー」で取得 

1982 S57 現三代目社長・田中秀子入社 

1986 S61 ライム（1L）･青りんご（200ml と 360ml）･うめ（360ml）を発売 

1997 H9 現在の人気商品「ハイサワー グレープフルーツ」（1L）を発売 

2003 H15 「ハイサワー ダイエットレモン」（1L）･「ハイサワー ダイエットグレープフルーツ」（1L）を発売 

2006 H18 
「ハイサワーハイッピー レモンビアテイスト」（350ml）･「ハイサワーハイッピー ビアテイスト」

（350ml）を発売 

2008 H20 創業 80 周年に三代目･田中秀子社長が 就任 

社 名 
博水社 会社概要 

株式会社 博水社（英文表記：HAKUSUI-SHA）  [会社種別：非上場] 
創業・代表者 1928 年 ・代表取締役社長 田中秀子 （2008 年 4 月就任、三代目） 
従 業 員 数 22 人 （全て正社員） 
資本金・売上 2000 万円・12 億（11 月決算） 
所 在 地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町 6 丁目 2 番 2 号 
連 絡 先 電話：03-3712-4163  FAX：03-3712-4883 mail：info@hakusui-sha.co.jp 
事 業 内 容 ハイサワー・ジュースなど清涼飲料水製造・販売。取り扱い商品約 60 品 
主要出荷地 日本、アメリカ 

 

 
読者・視聴者様からの問合せ先 

博水社 お客様相談センター  電話：03-3712-4179 

報道各位からの問い合わせ先 
博水社 広報事務局（㈱共同 PR 内）：福本・澤本 

電話：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 
mail：koki.fukumoto@kyodo-pr.co.jp（福本） t-sawamoto@kyodo-pr.co.jp（澤本） 
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