
報道関係各位
2021年7月吉日

一般社団法人全国清涼飲料連合会

～ガラスびん 夏の恒例イベントが帰ってきた！～
青森・東京・神奈川・石川・岐阜・愛知・三重・大阪・京都・兵庫の105銭湯が参加！

北海道から九州まで！全国ご当地飲料54種類が銭湯に大集合！

『夏休み！！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯 2021』

スタンプ3コで「限定王冠風コラボバッジ」（2個）をプレゼント！
銭湯好き人気イラストレーター3名のイラストバッジあり

今年の夏も銭湯に入って、ガラスびん入りご当地飲料を楽しもう！
開催期間：7/17（土）～9/5（日）

一般社団法人全国清涼飲料連合会（会長：米女太一/東京都 千代田区）は、日本ガラスびん協会
（会長：山村 幸治/東京都 新宿区）主催の「夏休み！！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯
2021」（日程：7月17日～9月5日）に協賛いたします。

毎年ご好評をいただいている本企画は7回目を迎えます。昨年は新型コロナウィルス感染拡大の影響
を考慮し、「銭湯エールプロジェクト」として趣向を変えて開催いたしましたが、今年は従来通りの形式で
実施します。本年は全国から105銭湯、54銘柄が参加いたします。
夏休みに家族や友達とゆっくり銭湯で汗を流したら、お風呂あがりにガラスびん地サイダー＆地ラム

ネを飲んで爽快に！！家族や地域の皆様と交流する場を提供したいと考えています。



【企画概要】
＜名称＞
『夏休み！！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯 2021』

＜主催＞
日本ガラスびん協会

＜協賛＞
一般社団法人 全国清涼飲料連合会

＜協力＞
青森県公衆浴場業生活衛生同業組合、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合
神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合、石川県公衆浴場業生活衛生同業組合
岐阜県公衆浴場業生活衛生同業組合、愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合
三重県公衆浴場業生活衛生同業組合、大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合
京都府公衆浴場業生活衛生同業組合、兵庫県公衆浴場業生活衛生同業組合

＜企画背景＞
〜大きなお風呂に入って、喉を潤して、エシカルについて考えてみよう〜
日本ガラスびん協会では、清涼飲料を始め様々なシーンで使われているガラスびんを通し、普及の
一環として利用啓発活動を実施しております。

現在、地域創生は エシカル社会を構築する活性化策として注目されています。ガラスびんは、地域
活性化と環境に配慮したエシカルな社会作りに貢献しています。リサイクル特性に優れ、保存性に秀
でた、 天然素材100%の安心・安全な容器として、今回のイベントを通じて、地域メーカーを応援してま
いります。

地球環境を考え、「容器で選ぶ」というエシカルな視点になるキッカケになればと思います。

【スタンプ企画】
開催期間中、「ガラスびん入り地サイダー＆地
ラムネ」を1本ご購入ごとにスタンプを1個、スタ
ンプ3個で限定王冠風コラボバッジ1セット（2個）
をプレゼントします。コラボバッジは、ガラスびん
の象徴ともいえる王冠をモチーフに「ガラスび
ん」、「地サイダー＆地ラムネ」、「お風呂」「参加
銭湯の屋号」がデザインされた17種類の缶バッ
ジにより構成されています。また今回は銭湯が
好きな人気イラストレーター3名にイラストを一部
ご提供頂きました。



＜参加イラストレーター＞

・サンレモさん
https://www.instagram.com/3k
akulemon/
https://twitter.com/3kaku_illust

・並河泰平さん
https://www.instagram.com/namin
amigallery/
https://twitter.com/naminamigalle
ry

・安住麻里さん
https://www.instagram.com/azum
ari12/
https://twitter.com/azumari12

■参加銭湯

＜青森エリア＞
あさひ温泉（JR 青森駅）
長生湯（青森市営バス 大野循環線 金沢小学校
前駅）
みちのく浴場（青森市営バス 大野循環線 金沢小
学校前駅）
健康温泉 桃太郎（弘南バス 城東環状線 カブセ
ンター駅）
桜ヶ丘温泉（弘南バス 南高校・桜ヶ丘線 桜ヶ丘1
丁目駅）
長寿温泉（八戸市営バス 岬台団地行 白銀台団
地駅）
みさき浴泉（八戸市営バス 岬台団地行 白銀台団
地駅）
芦毛沢温泉（平川市循環バス唐竹～広船線 芦毛
沢温泉前駅）
関の庄温泉（ＪＲ奥羽本線 碇ヶ関駅）
大和温泉（弘南線 津軽尾上駅）
津軽おのえ温泉日帰り宿 福家（弘南線 柏農高校
前駅）
高増温泉（JR五能線 板柳駅）
こま温泉浴場（南部バス田子線 三戸営業所駅）

＜東京エリア＞
大星湯（都営新宿線 曙橋駅）
大塚仲町 大黒湯（東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅）
堤柳泉（東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅）
ひだまりの泉萩の湯（JR 山手線 鶯谷駅）
ふくの湯（東京メトロ南北線 本駒込駅）
辨天湯（JR 総武線 浅草橋駅）
薬師湯（東武スカイツリーライン とうきょうスカイツ
リー駅）
白山湯（東京メトロ有楽町線 豊洲駅）
ゆ家和ごころ 吉の湯（京王井の頭線 永福町駅）
不二の湯（東西線 南砂町駅）
改良湯（JR 山手線 渋谷駅）
井草湯（西武新宿線 井荻駅）
小杉湯（JR 中央線 高円寺駅）
巣鴨湯（都電荒川線 庚申塚駅）
平和湯（JR 山手線 池袋駅）
妙法湯（西武池袋線 椎名町駅）
梅の湯（都電荒川線 小台駅）
第一金乗湯（東武東上線 上板橋駅）
岡田湯（東武スカイツリーライン 西新井駅）
湯処 じんのび（東武大師線 大師前駅）
若松湯（東武スカイツリーライン 五反野駅）
イーストランド（都営新宿線 篠崎駅）
立川湯屋敷 梅の湯（JR 中央線 立川駅）
府中湯楽館 桜湯（京王線 府中駅）
神明湯（西武拝島線 東大和市駅）

提供イラスト 提供イラスト 提供イラスト

https://twitter.com/3kaku_illust
https://www.instagram.com/naminamigallery/
https://twitter.com/naminamigallery
https://www.instagram.com/azumari12/
https://twitter.com/azumari12


＜神奈川エリア＞
翁湯（JR根岸線石川町駅）
本牧ゆあそび館（バス 千代崎町駅）
横浜天然温泉くさつ（京浜急行 井土ヶ谷駅）
栄湯（バス 成就院前駅）
千年温泉（JR 南武線 武蔵新城駅）
武の湯（小田急線 相武台前駅）

＜愛知エリア＞
娯楽湯 東山線（今池駅）
平田温泉（桜通線 高岳駅）
白山温泉（名鉄 東枇杷島駅、栄生駅）
比良温泉（城北線 比良駅）
八千代湯（地下鉄 名城公園駅、浄心駅）
ぽかぽか温泉 新守山乃湯（JR 新守山駅）
人蔘湯（名鉄 豊橋駅）
春日井温泉（JR中央本線 春日井駅）

＜岐阜エリア＞
のはら湯（バス 岐阜公園歴史博物館前駅）
公園の湯（名鉄本線 名鉄岐阜駅）

＜三重エリア＞
玉の湯（近鉄名古屋線 近鉄四日市駅）
池澤湯 伊賀鉄道伊賀線 茅町駅

＜石川エリア＞
御経塚の湯（石川線 額住宅前駅）
諸江の湯（浅野川線 磯部駅）

＜京都エリア＞
加茂温泉（地下鉄烏丸線 北大路駅）
大徳寺温泉（地下鉄烏丸線 北大路駅）
むらさき湯（地下鉄烏丸線 北大路駅）
紫野温泉（地下鉄烏丸線 北大路駅）
門前湯（地下鉄烏丸線 北大路駅）
源湯（北野線 北野白梅町駅）
山城温泉（京福北野線 北野白梅町駅）
銀座湯（京阪鴨東線 神宮丸田町駅）
東山湯温泉（京阪鴨東線 出町柳駅）
平安湯（京阪鴨東線 神宮丸太町駅）
旭湯（京阪本線 清水五条駅）
梅湯（京阪本線 清水五条駅）

＜大阪エリア＞
ゆ～でるらんど 都（JR大阪環状線 京橋駅）
昭和湯（阪急京都本線 淡路駅）
戎湯（地下鉄谷町線 平野駅）
田島新温泉（地下鉄千日前線 南巽駅）
春日湯（京阪本線 森小路駅）

神徳温泉（地下鉄谷町線 千林大宮駅）
あべの橋（JR関西本線 天王寺駅）
入船温泉（地下鉄御堂筋線 西田辺駅）
朝日温泉（地下鉄御堂筋線 長居駅）
入船温泉（JR環状線 新今宮駅）
銀水湯（阪急京都線 崇禅時駅）
宝湯（阪急 十三駅）
ゆーとも小松（阪急京都本線 上新庄駅）
姫松温泉（南海本線 住吉大社駅）
めがね温泉（バス 田島三丁目駅）
しきしま温泉（JR東西線 放出駅）
共栄温泉（阪急宝塚本線 石橋駅）
五月湯（阪急宝塚本線 池田駅）
城南温泉（阪急宝塚本線 池田駅）
平和温泉（阪急宝塚本線 石橋駅）
ひかり温泉（阪急京都線 高槻市駅）
大宮温泉（京阪本線 西三荘駅）
日の本湯（地下鉄谷町線 守口駅）
ヘルシーバス ニュー栄（大和路線 八尾駅）
新柏原温泉（大和路線 柏原駅）
梅月温泉（大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅）
巣本温泉（京阪本線 萱島駅）
みやの湯（京阪本線 萱島駅）
永和湯（近鉄大阪線 俊徳道駅）
第二寿湯（近鉄大阪線 布施駅）

＜兵庫エリア＞
二宮温泉（JR東海道本線 三宮駅）
七松温泉（JR東海道本線 立花駅）
ゆ～もあらんど福栄（阪神本線 杭瀬駅）

＜滋賀エリア＞
容輝湯（石山坂本線 唐橋前駅）



「夏休み！ガラスびん地サイダー＆地ラムネ in 銭湯」

参加商品について

【登場する商品の紹介】

太平洋に面した海のまち
北海道広尾町。海水を煮
詰めてつくった天然の塩
を使用しています。爽や
かな甘さとしょっぱい後
味がクセになる美味しさ
です。2019フード・アク
ション・ニッポンアワー
ド飲料部門特別賞受賞。

「広尾しおサイダー」
（北海道）240ml

「芽室コーンサイダー」
（北海道）240ml

北海道芽室町で収穫量日
本一を誇るとうもろこし。
飲んだ瞬間、スイート
コーンの豊かな風味が炭
酸とともに口の中いっぱ
いに広がります。コーン
の甘さをしっかり感じさ
せつつ、後味はスッキリ。
新感覚のおいしさです。

「足寄オンネトーブルー」
（北海道）240ml

国立公園に指定されてい
る湖オンネトーの青をイ
メージしてつくりました。
まるで森林浴をしている
ような気分になれるサイ
ダーです。北海道足寄町
の山林に生えるアカエゾ
マツの葉のフレーバーが
ほんのりと香ります。

「本別黒まめサイダー」
（北海道）240ml

北海道本別町は日本一の豆
の町。寒暖の差がおいしい
黒豆をつくります。黒豆の
美しい色合いと香ばしさを
活かしたサイダーです。黒
豆の煮汁から豆の風味を取
り入れた健康にもおすすめ
のサイダーです。

「更別すももサイダー」
（北海道）240ml

すももの里・北海道更別村
には、約800本のすももの木

があります。のどかな農村
風景の中で育まれた甘酸っ
ぱい果汁が、スッキリさわ
やかなのみくちです。ビン
を開けた時に広がる、すも
もの香りも一緒にぜひ楽し
んでください。

「帯広ビーツサイダー」
（北海道）240ml

北海道帯広市産レッドビーツ
を使ったルビー色に輝くサイ
ダー。北海道産ビート糖を加
えることで懐かしくも、優し
い甘さが口の中に広がります。
サイダーの成分はほとんど
「ビート」と「ビーツ」です。
ラベルデザインは「ばん馬」
と「幸福駅」で帯広らしさが
散りばめられています。

ワインのまち北海道池田町
が誇る看板銘柄「山(やま)幸
(さち)」のブドウ果汁でつくら

れたサイダーです。山幸らし
いほのかに酸味を感じるワ
インのような香り豊かなサイ
ダーです。

「池田ぶどうサイダー」
（北海道）240ml

「水」にこだわり、
「水」本来のうまさを引
き出すため、柔らかな甘
さと、まろやかな炭酸に
仕上げています。スッキ
リと爽やかで、口の中に
優しく広がる甘さは、１
００年以上も守り継がれ
た伝統のサイダーです。

「ニテコサイダー」
（秋田）300ml



【登場する商品の紹介】

「りんごサイダー」
（秋田）300ml

ほのかに香るりんごの甘
酸っぱさ風味がさわやか
な炭酸と重なって、とっ
てもフルーティーなサイ
ダーに仕上げています。

「ニテコ炭酸水」
（秋田）300ml

爽快感溢れる炭酸水にレ
モンフレーバーを加えて、
口当たりの良いスッキリ
とした後味の炭酸水に仕
上げています。

「はちみつサイダー」
（秋田）300ml

山のはちみつ屋さん（秋田
県仙北市）の上質な国産ト
チはちみつを使用し、

柔らかな甘みとすっきりの
上品なサイダーに仕上げて
おります。

誰もが懐かしい、昔なが
らの瓶ラムネです。

「びんラムネプレーン」
（宮城）200ml

「ビンラムネ ブルーハワイ」
（宮城）200ml

「ビンラムネ いちご」
（宮城）200ml

「ビンラムネ コーラ」
（宮城）200ml

涼しさを感じさせる青い
ビンラムネです。

イチゴ風味のビンラムネ
です。

ノンカフェインでお子さ
まも楽しめるコーララム
ネです。

「夏休み！ガラスびん地サイダー＆地ラムネ in 銭湯」

参加商品について

「こどもの晩酌 サイダー」
（宮城）340ml

ほんのり日本酒風味で、甘口
のノンアルコールサイダーで
す。１人でも家族でも驚きと同
時に笑顔になる一品です。



【登場する商品の紹介】

「おやじの晩酌」
（宮城）340ml

ノンアルコールの本格的
な清酒風味のサイダーで
す。休肝日に是非お試し
ください。

「ママの晩酌」
（宮城）340ml

家族で乾杯! 晩酌サイダー。

ノンアルコールで梅酒風
味の淡いピンクのサイ
ダー。たまには一杯。

「夏休み！ガラスびん地サイダー＆地ラムネ in 銭湯」

参加商品について

「牛タンサイダー」
（宮城）340ml

仙台名物「牛たん」の味
がサイダーでお楽しみい
ただけます! 炭火焼牛たん

風味です。舌鼓、炭火焼
牛たん風味。低分子コ
ラーゲン1000mg配合。

「伊達サイダー」
（宮城）340ml

仙台といえば武将伊達正宗
公。

伊達家の家紋である竹に雀
と政宗公の銅像をラベルに
付しています。

昔懐かしいサイダーの味を
お楽しみください。

「ずんだサイダー」
（宮城）340ml

仙台名物ずんだ味。枝豆
パウダーを使用した風味
豊かなサイダー。ラベル
には、ずんだ餅をモチー
フにした復興応援キャラ
クター「東北ずん子」が
登場しています。

「ビードロおいしいラムネ」
（神奈川）200ml

日本の伝統の炭酸飲料「ラム
ネ」を昭和に好まれた味と炭
酸を追及しました。
まさに昭和を彷彿とさせる
炭酸強めのグリーンびんの

ラムネ、このラムネこそ、い
わゆる「おいしいラムネ」と
いえるでしょう。

「横浜サイダー プレミア
ムクリア」

（神奈川）330ml

高級フレーバー使用、後味に
特徴ありの大人のサイダー。
カロリーオフでもしっかりと
したコクがあります。

「湘南サイダー プレミア
ムクリア」

（神奈川）330ml

湘南の青い海をイメージ、
天然色素を使用した淡いブ
ルーのサイダーです。カロ
リーオフでもしっかりとし
た味わいとさわやかな香り
が楽しめます。



【登場する商品の紹介】

「ラムネ屋さんのサイダー」
（東京）340ml

中野でおよそ８０年以上ラ
ムネを作り続けている｢東京
飲料」の職人達が心をこめ
て作ったサイダー、昭和の
味です。

「南高梅塩サイダー」
（東京）340ml

紀州南高梅から抽出され
た梅酢を使用、

梅のクエン酸と塩の入っ
た熱中症に最適なサイ
ダーです。

富士山萬年水をベースに富
士山をイメージして作った、
富士の国のご当地サイダー
です。水の素材を活かすた
め甘みを抑えてスッキリした
のどごしを追及しました。富

士山デザインのオリジナル
びんを使用した、地元密着
型企画サイダーです。

「富士山サイダー」
（静岡）240ml

「夏休み！ガラスびん地サイダー＆地ラムネ in 銭湯」

参加商品について

「ドルチェポップレモネード」
（神奈川）340ml

「みかんサイダー」
（神奈川）340ml

「湘南ゴールドサイダー」
（神奈川）340ml

「塩レモンサイダー」
（神奈川）340ml

塩田で天日濃縮された海水
を平釜でじっくり煮つめた
伊豆大島の伝統海塩とシチ
リア産一番搾りレモン果汁
を使ったこだわりサイダー、
甘さを感じる塩と雑味のな
いレモンの酸味が味わえま
す。

厳選シチリア産レモン果汁
を10%使用した微炭酸レモ

ネードです。新発見！レモ
ネードのビール割りも好評
です。

「湘南ゴールド」とは、今
村温州と神奈川県西部で作
られているゴールデンオレ
ンジの交配により2006年に

誕生した神奈川ブランドの
果実です。あまり市場に出
回っていないため幻のフ
ルーツと呼ばれています。
その貴重な果汁を使ったフ
ルーツサイダーです。

保存料、着色料を一切使わ
ず厳選された国産温州みか
ん果汁10％のやさしいサイ

ダー。温州みかんのみずみ
ずしさを微炭酸に、和モダ
ンなパッケージがひときわ
美味しさ、爽やかさを後押
しします。

「新宿ジンジャーエール」
（東京）240ml

「カリーにあうジンジャーエー
ル」として、本商品は新宿中
村屋総料理長、二宮健氏監
修のもと誕生したジンジャー
エールです。ラベルは新宿
の高層ビル群を描き、カリー
を連想できるカラーを採用し
ております。



【登場する商品の紹介】

奥能登・珠洲市では今から
500年以上前に「揚げ浜

式」の塩づくりが始まりま
した。海水を汲み揚げ、塩
田にまき、大釜で炊きあげ
る昔ながらの「揚げ浜式製
塩法」で作った希少な塩を
使っています。まろやかで
コクがあり、“クセになる”
風味があります。

「奥能登地サイダー
しおサイダー」
（石川）340ml

富士山麓の水・富士山萬
年水をベースに、富士川
町産のゆずを使用した、
ほんのり苦くてふんわり
甘い、和の香りに包まれ
たサイダーに仕上げまし
た。香り高く贅沢な味わ
いをお楽しみいただけま
す。

「富士山ゆずサイダー」
（静岡）240ml

「しずおか茶コーラ」
（静岡）240ml

茶処静岡発のコーラ。緑
茶使用。お茶の生産量日
本一を誇る静岡生まれの
お茶の色した不思議な
コーラです。

「富士山ラムネ
（ラムネ味）」
（静岡）410ml

日本一大きなラムネ！な
んと410ml！弊社元祖ビー
玉ラムネが200mlなので容
量は2倍！

昔から愛され続けられて
いる味です。

「ラムネ「ゆず味」」
（静岡）200ml

根強い人気がある「ゆず」
味のラムネをつくりました。
天然オイルを使用したゆず
フレーバーを添加している
ので、ナチュラルですっき
りとした、本格的なゆずの
風味をお楽しみいただけま
す。

「金沢湯涌サイダー
柚子乙女」

（石川）340ml

石川県金沢市の奥座敷・湯
涌温泉にちなんだ柚子風味
の地サイダーです。ラベル
には湯涌温泉に所縁のある
大正ロマンを代表する画家

竹久夢二を用いています。
柚子の豊かな香りが特徴で、
甘すぎず爽やかな飲み心地
です。

「夏休み！ガラスびん地サイダー＆地ラムネ in 銭湯」

参加商品について

雄大な富士を覆う美しい雪を
イメージしたホワイトコーラ
です
数十年から100年もかけて浸

透し磨き抜かれた富士山麓の
“富士山萬年水”仕込み。

富士山頂の澄んだ空気を思わ
せるようなスッと澄み渡る透
明感のある味に仕上げました。

「富士山頂コーラ」
（静岡）240ml

「金沢砂丘サイダー
すいか姫」

（石川）340ml

石川県金沢市近郊で栽培され
た「金沢すいか」の果汁を
使った甘くて爽やかなサイ
ダー。朝夕の寒暖の差が激し
い砂丘地生まれのため、甘味
を増したすいかに育ちます。
奥能登珠洲の「揚げ浜塩」を
加えることにより、甘みがよ
り一層引き立ちます。



【登場する商品の紹介】

北陸最大級のブルーベリー
の産地・石川県能登町をイ
メージした地サイダーです。
甘酸っぱく、すっきりとし
た飲み心地です。

「能登の里山サイダー
青のしずく」
（石川）340ml

「ダイヤモンドレモン」
（兵庫）330ml

大正3年生まれのサイダー。
発売当初より製造方法は、
ほとんど変えていません。

天然レモンの香料を使用し、
人工甘味料を使わず、砂糖を
使用することにより、爽やか
な甘さと後味の良いサイダー
に仕上げています。

「姫路城サイダー」
（兵庫）250ml

創業当時の味を再現した

お子様からお年寄りまで
幅広く好まれる味に仕上
がっています。ラベルに
は平成の大修理を終え、
新たに生まれ変わった国
宝姫路城が描かれており

姫路のお土産として人気
のサイダーです。

「姫路ゆずサイダー」
（兵庫）250ml

兵庫県産のゆずを使用し
たさわやかな味と香りの
サイダーです。ラベルに
は姫路の観光スポットが
描かれており、姫路に行
きたくなる、姫路の魅力
がつまったサイダーです。

「夏休み！ガラスびん地サイダー＆地ラムネ in 銭湯」

参加商品について

「ビリケンサイダー」
（大阪）340ml

グラニュー糖のみを使い、昭
和30年代の味を再現しました。

大阪通天閣の『ビリケンさ
ん』をモチーフにしたデザイ
ンです。ラベルの裏に『金
運』『仕事運』『恋愛運』
『健康運』の4種類のおみく
じがついていています。

「ゆずサイダー」
（大阪）340ml

柚子のほのかな香りがする
さっぱりした味のサイダーで
す。100ｍｌあたり18Kcalのカ

ロリーオフなので、カロリー
を気にする人にもピッタリで
す。

濃縮還元みかん果汁を使った
果汁飲料ではなく、和歌山県
産のストレートみかん果汁
50％使用し、みかんの風味を

最大限生かしました。果汁と
液糖、炭酸のみを使用したシ
ンプルなサイダーでありなが
ら、果汁を50%も使用した贅
沢な商品です。

「みかんサイダー」
（大阪）250ml

大阪天満宮の湧き水を使用し
た梅サイダーです。梅は健康
に良く、すっきりした味わい
ですのでお子様からご年配の
方まで幅広く飲んで頂けま
す！

「UME・TEMMA」
（大阪）300ml



【登場する商品の紹介】

「湯あがり堂サイダー」
（佐賀）95ml

「フルーラ
ラ・フランス/ライチ/マンゴー」

（佐賀）200ml

インスタグラムでヒットし
た果実のフレーバーを使用
し、ネーミング・パッケー
ジともにお洒落仕に上げた
炭酸飲料シリーズです。創
業以来の商品でもあるラム
ネの容器を採用しつつ、デ
ザイン性にもこだわり抜い
た商品です。

お風呂あがりの至福のひとと
きに最高の「おいしさ」を、との
思いから誕生したサイダーで
す。ミニボトルに「おいしさ」と
「さわやかさ」をギュッと詰め込
んだ、こだわりのサイダーです。

「ゆっポくんサイダー」
（全国）340ml

ゆっポくんは日本の銭湯文化
を応援し、銭湯ファンを増やす
ために誕生した公式キャラク
ター。そんなゆっポくんがつい
にサイダーになりました！銭
湯でしか飲むことができない
サイダー。お風呂上りがさらに
充実すること間違いなしで
す！

「熊本トマトコーラ」
（熊本）200ml

完熟トマトを利用した、琥
珀色のトマト香るコーラ。

トマトが苦手な人でも飲み
やすく、ひと口飲めばシュ
ワッとした口当たりと、ふ
わりと香るトマトの風味が
なんとも美味！

熊本はトマトの生産量全国
１位！南阿蘇産の完熟トマ
トを原料に、ちょうど良い
炭酸感をメーカーと試行錯
誤し、遂に完成！

「夏休み！ガラスびん地サイダー＆地ラムネ in 銭湯」

参加商品について
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