
販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000033 荷姿・入数：段ボール箱　15本

GTINコード： 24976675000037 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 306円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存  賞味期間 360日

JANコード ： 4976675000309 荷姿・入数：段ボール箱　15本

GTINコード： 24976675000303 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 306円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000071 荷姿・入数：段ボール箱　15本

GTINコード： 24976675000075 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 306円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000040 荷姿・入数：段ボール箱　15本

GTINコード： 24976675000044 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 306円・消費税別

ハイサワーペット レモン 1000ml

縦78×横78×高278　重量　1,080g

商品特徴
厳選された果汁を使用しています。豊かなライム果汁の風味が口の中で爽やかに広がります。焼

酎を割るだけで美味しいライムサワーができあがります。焼酎用炭酸飲料

エネルギー18kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.5g(糖質4.5g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.08g

栄養成分表示
(100mlあたり)

商品案内書（割り材）

縦78×横78×高278　重量　1,080g

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

ハイサワーペット ライム 1000ml

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

新鮮なリンゴ果汁の風味と、ほのかな甘みが楽しめます。焼酎を割るだけで美味しい青リンゴサ

ワーができあがります。東北エリアでは一番人気。焼酎用炭酸飲料
商品特徴

エネルギー30kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物7.2g(糖質7.2g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.002g

商品特徴
保存料無添加です。厳選された果汁を使用しています。グレープフルーツの酸味をバランス良く引

き出した商品。焼酎を割るだけで美味しいグレフルサワーができあがります。焼酎用炭酸飲料

ハイサワーペット 青リンゴ 1000ml

既存

縦78×横78×高278　重量　1,080g

栄養成分表示
(100mlあたり)

保存料無添加です。レモン果汁はトレサビリティーが取れた果汁を使用しています。焼酎を割るだ

けで美味しいレモンサワーができあがります。焼酎用炭酸飲料

既存

商品特徴

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー16kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物3.9g(糖質3.9g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.004g

原材料名
レモン(イタリア産)、水飴、ワイン／炭酸ガス、香料

10％レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

縦78×横78×高278　重量　1,080g

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

原材料名
りんご(輸入)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)／炭酸ガス、酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、

リン酸塩(Na)、着色料(青1、黄4)

10％りんご果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

ハイサワーペット グレープフルーツ 1000ml

原材料名
グレープフルーツ(イスラエル産)、ぶどう糖果糖液糖、ブドウ酒／炭酸ガス、酸味料、香料、ベニバ

ナ黄色素

10％グレープフルーツ果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー27kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物6.8g(糖質6.8g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.05g

炭酸飲料

原材料名
糖類（ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖）、ライム果汁／炭酸ガス、酸味料、リン酸塩（Na）、香

料、保存料（安息香酸Na）、着色料（黄4・青1）



商品案内書（割り材）
販売者

株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000101 荷姿・入数：段ボール箱　15本

GTINコード： 24976675000105 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 306円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000644 荷姿・入数：段ボール箱　15本

GTINコード： 24976675000648 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 306円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存  賞味期間 360日

JANコード ： 4976675000651 荷姿・入数：段ボール箱　15本

GTINコード： 24976675000655 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 306円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 270日

JANコード ： 4976675000774 荷姿・入数：段ボール箱　15本

ケースJANコード： 4976675222558 発売エリア：北海道・九州・中四国・島嶼部を除く

GTINコード： 24976675000778

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 オープン

エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g(糖質0g、食物繊維0g)、食塩相当量0g
栄養成分表示
(100mlあたり)

商品特徴

既存

ハイサワー炭酸水

炭酸飲料

原材料名
水　／　二酸化炭素

水と二酸化炭素だけのピュアな炭酸水、炭酸ガス圧は4気圧と満足の行く炭酸ガスボリュームを確

保しております。お料理作りにも最適です。

1000ml

縦78×横78×高278　重量　1,080g

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

エネルギー16kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4g(糖質4g、食物繊維0g)、食塩相当量0.07g栄養成分表示
(100mlあたり)

商品特徴
厳選された果汁を使用しています。梅の酸味と香りが楽しめます。焼酎を割るだけで美味し梅サ

ワーができあがります。焼酎用炭酸飲料

ハイサワーペット うめ 1000ml

既存

ダイエットハイサワー レモン 1000ml

縦78×横78×高278　重量　1,080g

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

商品特徴
レモン果汁はトレサビリティーが取れた果汁を使用しています。カロリーは100ml当たり6kcalを実
現した、焼酎用炭酸飲料です。カロリーが気になる方へ最適です。
 

炭酸飲料

原材料名
レモン果汁(レモン(イタリア産))、ぶどう糖果糖液糖／炭酸ガス、酸味料、香料、甘味料(アセスル

ファムカリウム、スクラロース)

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー7kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.8g(糖質1.8g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.02g

炭酸飲料

原材料名
グレープフルーツ果汁(グレープフルーツ(イスラエル産))、果糖ぶどう糖液糖／炭酸ガス、酸味料、
香料、保存料(安息香酸Na)、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物)、ベニバナ黄色
素

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

商品特徴
家庭で飲む機会が増えて割り材が求められています。グレープフルーツのほろ苦い風味と甘さが
一体化した商品です。カロリーは100ml当たり7kcalを実現した、焼酎用炭酸飲料です。カロリーが
気になる方にもお奨めです。

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー6kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.6g(糖質1.6g、食物繊維0g)、食塩相当量0g

ダイエットハイサワー グレープフルーツ 1000ml

縦78×横78×高278　重量　1,080g

10％混合果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

原材料名
果実(うめ(国産)・レモン)、ぶどう糖果糖液糖、梅酒／炭酸ガス、酸味料、香料、保存料(安息香酸

Na)、ラック色素、カラメル色素

縦260×横425×高295　重量　16.4kg

縦78×横78×高278　重量　1,080g



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000019 荷姿・入数：段ボール箱　24本

GTINコード： 14976675000016 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 153円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000125 荷姿・入数：段ボール箱　24本

GTINコード： 14976675000122 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 本体153円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675000088 荷姿・入数：段ボール箱　24本

GTINコード： 14976675000085 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 本体153円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675787774 荷姿・入数：段ボール箱　24本

GTINコード： 14976675811995 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 オープン（参考153円・消費税別）

10％レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

ホームハイサワー レモン 360ml

商品案内書（割り材）

既存

縦65×横65×高182　重量　500g

縦275×横415×高190　重量　13.1kg

商品特徴
保存料無添加です。レモン果汁はトレサビリティーが取れた果汁を使用しています。焼酎を割るだ

けで美味しいレモンサワーができあがります。焼酎用炭酸飲料

10％グレープフルーツ果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

原材料名
レモン(イタリア産)、水飴、ワイン／炭酸ガス、香料

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー14kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物3.6g(糖質3.6g、食物繊維0g)、食塩相当量0g

ホームハイサワー グレープフルーツ 360ml

既存

縦65×横65×高182　重量　500g

縦275×横415×高190　重量　13.1kg

商品　特徴
保存料無添加です。厳選された果汁を使用しています。グレープフルーツの酸味をバランス良く引

き出した商品。焼酎を割るだけで美味しいグレフルサワーができあがります。焼酎用炭酸飲料

10％りんご果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

原材料名
グレープフルーツ(イスラエル産)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)／炭酸ガス、酸味料、香料、ベニ

バナ黄色素

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー27kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物6.8g(糖質6.8g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.004g

ホームハイサワー 青リンゴ 360ml

既存

縦65×横65×高182　重量　500g

縦275×横415×高190　重量　13.1kg

商品　特徴
保存料無添加です。新鮮なリンゴ果汁の風味と、ほのかな甘みが楽しめます。焼酎を割るだけで

美味しい青リンゴサワーができあがります。東北エリアでは一番人気。焼酎用炭酸飲料

原材料名
りんご(輸入)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)／炭酸ガス、酸味料、香料、リン酸塩(Na)、着色料

(黄4、青1)

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー27kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物6.8g(糖質6.8g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.03g

ホームハイサワー スンチー杏仁檸檬 360ml

原材料名
果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、レモン果汁／炭酸ガス、香料、リン酸塩（Na）、着色料（赤2）

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー62kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物15.6g(糖質15.6g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.02g

2021年6月7日

縦65×横65×高182　重量　500g

縦275×横415×高190　重量　13.1kg

商品　特徴
杏仁の香りとたっぷり檸檬果汁との不思議な組み合わせ、焼酎を割るだけで美味しいスンチー杏

仁檸檬サワーが出来あがります。焼酎用炭酸飲料

炭酸飲料



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存  賞味期間 360日

JANコード ： 4976675000903 荷姿・入数：段ボール箱　6本

GTINコード： 54976675000502 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 オープン(参考306円・消費税別)

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存  賞味期間 360日

JANコード ： 4976675002013 荷姿・入数：段ボール箱　12本

GTINコード： 34976675002014 発売エリア：全国(島嶼部を除く)

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 130円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ：     賞味期間 360日

JANコード ： 4976675979834 荷姿・入数：段ボール箱　12本

GTINコード： 34976675585852 発売エリア：全国(島嶼部を除く)

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 オープン(参考130円・消費税別)

商品案内書（割り材）

350ml

ハイサワーホップ＆レモン　ペット 1000ml

縦78×横78×高278　重量　1,080g

縦171×横254×高290　重量　6.6kg

＊ホップを主原料とし、ほろ苦いホップ風味とレモンの爽やかな味がお口の中で広がります
＊焼酎に注ぐだけで泡立つレモンビア風味のサワーが簡単に出来上がります。
＊健康志向にも対応した商品です。『プリン体ゼロ』『低カロリー』『ホップポリフェノール配合』
＊他社にないビアテイスト割り材のお徳用サイズ

エネルギー10kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2.5g(糖質2.5g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.03g

栄養成分表示
(100mlあたり)

商品特徴

炭酸飲料

原材料名
レモン果汁(レモン(イスラエル産))、水飴、果糖ぶどう糖液糖、カラメル／炭酸、香料、保存料(安息

香酸Na)、調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(アルギン酸エステル)、苦味料(ホップ)、乳化剤

縦64×横64×高193　重量　580g

ハイサワーハイッピー レモンビアティスト

商品　特徴
発酵工程は一切行わない独自製法で生まれた新ホップ飲料です。発酵工程から生まれるアル
コール分は0％です。泡立ち豊かで見た目にもお楽しみいただけます。カロリーオフ、プリン体、保
存料無添加、カロリーは13kcal（100ｍｌあたり)

350ml

エネルギー13kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物3g(糖質3g、食物繊維0g)、食塩相当量0.04g

栄養成分表示
(100mlあたり)

縦196×横262×高195　重量　7.1kg

商品　特徴

栄養成分表示
(100mlあたり)

原材料名
レモン果汁(レモン(イスラエル産))、水飴、果糖ブドウ糖液糖／炭酸ガス、カラメル色素、香料、調

味料(アミノ酸)、安定剤(アルギン酸エステル)、苦味料、乳化剤

炭酸飲料

原材料名
レモン果汁(レモン(イスラエル産))、ぶどう糖／炭酸ガス、香料、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、
安定剤(アルギン酸エステル)、苦味料(ホップ)、乳化剤

炭酸飲料

エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0.5g(糖質0.5g、食物繊維0g)、食塩相当量0g

「軽さが、うまい！」のNEWテイスト、軽い飲み口、スッキリした喉ごし、ライトな苦味。3つのゼロ(糖

質ゼロ、プリン体ゼロ、カロリーゼロ)。焼酎(甲類、麦)、ウォッカ1対ハイッピー3がお薦めです。

既存

縦64×横64×高193　重量　580g

縦196×横262×高195　重量　7.1kg

ハイサワーハイッピー クリア＆ビター



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

 発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675696861 荷姿・入数：段ボール箱　8本

ＧＴＩＮコード ： 44976675272728 発売エリア：関・信・越・東北・中部・北陸・近畿（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 オープン

商品特徴
お馴染みのブランドです。昔懐かしい味を守り続けたペットボトル入りレモンサワー、1．5Lで更に

お徳用サイズになりました。

原材料名

商品案内書（割り材）

サワーフレッシュ　レモン 1500ml

既存

縦93×横93×高310　重量　1,570g

縦200×横390×高330　重量　13.5kg

レモン(イタリア産)、ぶどう糖果糖液糖／炭酸ガス、香料、酸味料、保存料(安息香酸Na)

10％レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー12kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物3.0g(糖質3.0g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.025g



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 2022/5/30  賞味期間 13か月

JANコード ： 4976675559913 荷姿・入数：段ボール箱　12本

GTINコード ： 34976675559372 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

商品特徴

品名

原材料名

メーカー希望小売価格

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存  賞味期間 360日

JANコード ： 4976675000217 荷姿・入数：段ボール箱　12本

GTINコード： 34976675000218 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

商品特徴

品名

原材料名

メーカー希望小売価格 300円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存  賞味期間 360日

JANコード ： 4976675000323 荷姿・入数：段ボール箱　12本

GTINコード： 34976675000324 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

商品特徴

品名

原材料名

メーカー希望小売価格 本体300円・消費税別

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存  賞味期間 360日

JANコード ： 4976675000224 荷姿・入数：段ボール箱　12本

GTINコード： 34976675000225 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

原材料名

メーカー希望小売価格 本体300円・消費税別

清涼飲料水(希釈用)

果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、レモン果汁/香料、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、リ
ン酸塩(Na)、着色料(赤2、赤106)

栄養成分表示
(30mlあたり)

エネルギー69kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物18.5g(糖質18.5g、食物繊維0g)、食塩相当量
0.03g

ハイサワー濃縮 スンチー杏仁檸檬(あんにんれもん) 500ml

縦60×横60×高180　重量　643ｇ

縦216×横296×高200　重量　8.1kg

人気のハイサワースンチー杏仁檸檬が便利な500ml紙パック濃縮液で登場です。
※スンチー(神奇奇: 中国語・意「驚くほど素晴らしい」)。
杏仁の甘い香り漂う神秘的な美しい色の本格レモンサワーをお得にお楽しみいただけます。甲類
焼酎はもちろん、ジン、ウォッカ、テキーラなどスピリッツ類を選びません。 低アル～濃い目もレシ
ピ自在。秀逸のノンアル「スンチーミルク」もお試しを。5倍希釈時果汁10%未満

レモン(イスラエル産)、ワイン、砂糖／酸味料、香料、リン酸（Ｎａ）、酸化防止剤(ビタミンＣ)、カラメ

ル色素

栄養成分表示
(100mlあたり)

果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ライム／酸味料、香料、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（黄4、青1）

栄養成分表示
(100mlあたり)

75％レモン果汁入り飲料

20％ライム果汁入り飲料

300ｍｌ

エネルギー151kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物37.7g(糖質37.7g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.06g

縦204×横271×高213　重量　6.8kg

10倍希釈の原液です。焼酎に少量入れていただければ美味しい果汁飲料が出来上がります。保

存料は無添加です。

ハイサワーぎゅうっと グレープフルーツ原液

30％グレープフルーツ果汁入り飲料

果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、グレープフルーツ／酸味料、香料、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤(ビ

タミンＣ)

栄養成分表示
(100mlあたり)

オープン(参考758円)・消費税別

商品案内書（割り材：濃縮・原液）

ハイサワーぎゅうっと レモン原液 300ｍｌ

商品　特徴
10倍希釈の原液です。焼酎に少量入れていただければ美味しい果汁飲料が出来上がります。保

存料は無添加です。

縦61×横61×高198　重量　560ｇ

エネルギー29kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物7.2g(糖質7.2g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.04g

縦204×横271×高213　重量　6.8kg

10倍希釈の原液です。レモン果汁はトレサビリティーが取れた果汁を使用しています。焼酎に少量

入れていただければ美味しい果汁飲料が出来上がります。もちろん保存料は無添加です。

エネルギー134kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物33.6g(糖質33.6g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.03g

300ｍｌ

縦204×横271×高213　重量　6.8kg

縦61×横61×高198　重量　560ｇ

縦61×横61×高198　重量　560ｇ

ハイサワーぎゅうっと ライム原液



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

 発売日 ： 賞味期間： 360日

JANコード ： 4976675666819 荷姿・入数：段ボール箱　20本

ＧＴＩＮコード ： 84976675555447 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格

縦309×横248×高219　重量　11.6kg

商品案内書（飲料）

ハニーレモネード真んなか搾り 340ml 340ml

2020年2月18日

縦60×横60×高210　重量　570g

オープン(参考298円・消費税別)

商品特徴
・13％レモン果汁入り炭酸飲料　・手摘みされたレモンを半分に切り、美味しいところだけを搾ったプレ

ミアム製法『真んなか搾り』　・上質なはちみつを使用、やさしい美味しさに仕上げました

13％レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り）

原材料名

レモン(イタリア産)、果糖ぶどう糖液糖、はちみつ／炭酸ガス、香料、酸味料

栄養成分表示
(100mlあたり)

エネルギー43kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物10.8g(糖質10.8g、食物繊維0g)、食塩相当量

0.06g



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

 発売日 ： 賞味期間： 240日

JANコード ： 4976675747372 荷姿・入数：段ボール箱　12本

ＧＴＩＮコード ： 34976675686887 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 オープン(参考798円・消費税別)
栄養成分表示

(大さじ約1杯15gあた
り)

エネルギー11kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物2.6g、食塩相当量0.75g

縦198×横264×高197　重量　5.9kg

商品案内書（食品）

ハイサワー　おつまみに合うポン酢 436ｇ

2021年8月30日

縦65×横65×高195　重量　470g

商品特徴

お家居酒屋のおつまみの味を引き立て、おいしくする名脇役的高級ポン酢。
1豆腐のようなあっさり系～脂っぽい肉系まで様々な食材にマッチ。たっぷりのたまねぎと、ハイサ
ワーこだわりのシチリア産「真んなか搾りレモン」果汁＋他にないこだわり原料 伊産「真んなか搾りベ
ルガモット」果汁使用
2酸味料不使用＆こだわり副原料 で優しく安心でバランスのとれた今までにない味わいの高級ポン
酢です。
味付けポン酢

原材料名

ぶどう酢（国内製造）、砂糖、たまねぎ、食塩、昆布だし、鰹節抽出液、レモン果汁、ベルガモット果

汁、しょうゆ、寒天、発酵調味液粉末/香料、酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、

（一部に小麦、大豆を含む）



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 2019年8月20日(全国発売) 賞味期間： 540日
JANコード ： 4976675800442 荷姿・入数：段ボール箱　24本(カットテープ有)
ケースJANコード ：　4976675822222 発売エリア：全国(島嶼部を除く）
GTINコード： 14976675800111

単品サイズ(mm)：

ケースサイズ(mm)：

商品　特徴

原材料名

アルコール分

栄養成分表示
(100mlあたり)

オープン 　　　　　　　沖縄：30ケースロット(混載不可)

販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

発売日 ： 既存 賞味期間： 540日

JANコード ： 4976675222770 荷姿・入数：段ボール箱　24本(カットテープ有)

ケースJANコード ：　4976675222336 発売エリア：全国（沖縄、島嶼部を除く）
GTINコード： 14976675111552
単品サイズ(mm)：
ケースサイズ(mm)：

商品特徴

原材料名

アルコール分

栄養成分表示
(100mlあたり)

オープン

商品案内書（酒）

ハイサワー缶　レモン 350ml

縦66×横66×高122　重量　366g
縦271×横407×高128　重量　9.0kg

在庫終了次第終売予定

エネルギー57kal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物5.2g、食塩相当量0g

レモン(イタリア産)、シイクワシャー(国産)、醸造アルコール、水飴／炭酸ガス、香料

縦66×横66×高122　重量　366g

縦271×横407×高128　重量　9.0kg

・果汁17％、アルコール6％
・沖縄産シークワーサーのストレート果汁と、シチリア産レモンで仕上げた、プレミアムなハイサワー缶
・特別な時間にPREMIUMな美味しさを自分へのご褒美として
・RTDの最高峰！甘さ控えめ、食事と合う

ハイサワー缶プレミアム　シークワーサー×レモン 350ml

メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格

【納品ロット】北海道・中四国・九州(沖縄を除く）エリア：20ケースロット（ハイサワー缶レモンとの混載可）

6％　　リキュール(発泡性)1

【納品ロット】北海道・中四国・九州(沖縄を除く）エリア：20ケースロット（ハイサワー缶プレミアムとの混載可）

7％　　リキュール(発泡性)1

エネルギー53kal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物8g、食塩相当量0g

レモン(イタリア産)、醸造アルコール、ワイン、水飴／炭酸ガス、香料

・果汁7％、アルコール7％
・レモンサワーブームを牽引する本格レモンサワーです(レモンサワー発祥の地　東京目黒発)
・イタリア　シチリア島等のこだわりレモン果汁使用　・昭和から35年以上にわたり愛飲されてきた元祖ハイサワー
の味をベースに、一番おいしいサワーの割り方、黄金比率(焼酎1：ハイサワー3)で仕上げました
・強炭酸(他社比較)、ドライ感覚でのど越しもスッキリ　一般的な缶チューハイのガスボリュームが約2．0のところ、
ハイサワー缶レモンは約3．0を実現



販売者
株式会社
博水社

商品名 内容量

 発売日 ： 賞味期間： 設定なし

単品JANコード ： 4976675616166 荷姿・入数：段ボール箱　15本

6個入りJANコード ： 4976675646460 発売エリア：全国（島嶼部を除く）

6個入りＧＴＩＮコード ： 54976675626269

ケースＧＴＩＮコード ： 84976675636368

単品サイズ(mm)：

6個入り箱サイズ：

ケースサイズ(mm)：

品名

メーカー希望小売価格 オープン(参考300円・消費税別)

縦161×横237×高153　重量　1.95kg

商品特徴
業務用で人気のハイサワータンブラーを家庭用の専用デザインで量販店向けに新発売

おうち居酒屋の提案に最適です

強化ガラス製器具　※食品やお酒ではありません

強化の種類 口部強化

縦412×横504×高333　重量　20.0kg

商品案内書（物品・タンブラー）

435mlわるならハイサワータンブラー赤 435ml

2021年6月7日

口径77×高152 　重量　300g


