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日本ガラスびん協会

～ガラスびん、全国ご当地飲料16種、東京・大阪人気40銭湯がコラボレーション～
3年目の本年は東京・大阪同時開催が決定！

『夏休み！！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯 2016』
目指せコンプリート！スタンプ3コで「限定王冠風コラボバッジ」（2個入り）をプレゼント！

この夏は、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：7/16（土）～9/4（日）

日本ガラスびん協会（会長：山村幸治／東京都新宿区）は、（一社）全国清涼飲料工業会の協賛と
東京都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の協力を得て、「夏休
み！！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯 2016」を7月16日（土）～9月4日（日）まで開催い
たします。

＜本件に関するお問合せ先＞
日本ガラスびん協会

TEL：03-6279-2390 FAX：03-5389-5868

毎年、大好評をいただいている本企画は今年で3年目を迎えますが、本年は東京、大阪両エリアで
の同時開催となり規模も拡大し、東西の人気40銭湯が参加することになりました。

●北は東北から南は沖縄まで！人気のガラスびん入りご当地の地サイダー＆地ラムネ16種が勢ぞ
ろい！お風呂上がりに至福のひと時を提供！

●東京、大阪、各エリアの人気40銭湯にて同時開催！
●スタンプ3個で、本企画でしか手に入らない“レア”な「限定王冠風コラボバッジ」をプレゼント！

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入り地サイダー＆
地ラムネを飲んで爽快に！！ワイワイと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。



【今回の取り組みの背景】
日本ガラスびん協会では、ガラスびんの普及の一環として、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、利用啓発活動を実施しております。
昨年、一昨年と大好評をいただきました本企画は、今年は大阪エリアも仲間に加わり、東京、大阪

にて同時開催することになりました。本年も夏休みをテーマに、新たな夏の風物詩として、ガラスびん、
地サイダー＆地ラムネ、銭湯を通じ、世代を超えて人々が交流し「地域」と「地域」を繋ぐ機会を提供
したいと考えております。

＊＊ガラスびんと地サイダー＆地ラムネの美味しい関係＊＊
ガラスの透明感が爽やかな印象を与え、ラムネのビー玉の音が何ともいえぬ懐かしさと涼しげな

音を響かせます。また、直接飲んだときの口当たりは清涼感に溢れおいしさを口中に広げてくれます。
これもガラスびんの持ち味のひとつです。

【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 2016』

＜主催＞
日本ガラスびん協会

＜協賛＞
一般社団法人 全国清涼飲料工業会

＜協力＞
東京都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

＜参加銭湯＞
●東京エリア
愛染湯（板橋区 大和町）、飛鳥山温泉（北区 滝野川）、イーストランド（江戸川区 西篠崎）、
大田黒湯温泉 第二日の出湯（大田区 西蒲田）、改正湯（大田区西蒲田）、久が原湯（大田区 久が
原）、小杉湯（杉並区 高円寺北）、世田谷温泉 四季の湯（世田谷区 桜丘）、第一金乗湯（板橋区 若
木）、第一相模湯（大田区 西六郷）、大星湯（新宿区 市谷台町）、立川湯屋敷 梅の湯（立川市 高松
町）、テルメ末広（北区 志茂）、中延温泉 松の湯（品川区 戸越）、白山湯（江東区 枝川）、
妙法湯（豊島区 西池袋）、弁天湯（台東区 浅草橋）、若松湯（足立区 五反野）

●大阪エリア
永和湯（東大阪市 永和）、戎湯（大阪市 生野区）、敷島湯（大阪市 生野区）、出世湯（大阪市 生野
区）、城南温泉（池田市 城南）、昭和湯（大阪市 東淀川区）、新柏原温泉（柏原市 大正）、神徳温泉
（大阪市 旭区）、大一温泉（門真市 石原町）、宝湯（大阪市 淀川区）、田島新温泉（大阪市 生野区）
辰巳温泉（大阪市 住吉区）、玉乃湯（大阪市 住吉区）、ナショナル温泉（門真市 栄町）、錦温泉（大
阪市 住吉区）、藤井寺温泉（藤井寺市 藤井寺）、南生野温泉（大阪市 生野区）、めがね温泉（大阪
市 生野区）、矢柄温泉（大阪市 生野区）、ゆーでるらんど都（大阪市 都島区）、ユートピア白玉温泉
（大阪市 城東区）、梅湯（京都市 下京区）



【スタンプ企画について】
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個入り）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」、「銭湯」がデザインされた13種類の缶
バッジにより構成されています。東京、大阪両組合の公認キャラクターや海外のお客様にも喜ばれるよ
うな様々なデザインを用意しました。銭湯ファンには堪らないコラボバッチが完成しました。

【登場する商品の紹介】

「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、１００年
以上も守り継がれた伝統の
サイダーでお子様や女性の
方まで老若男女問わず親し
まれております。

「仁手古サイダー」
（秋田）

「伊達サイダー」
（宮城）

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。

「こどもの晩酌 サイダー」
（宮城）

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。

「萌えラムネ」
（東京）

遂にでた!中野発、萌えラム
ネ!!あやねちゃん、めぐちゃん、
ゆいちゃん・・・12人のかわい
いキャラクターが勢ぞろい。
中味のラムネは中野の町で
80年以上ラムネを作り続け
ている自信の味です。

＜スタンプカードイメージ＞



【登場する商品の紹介】

「富士山サイダー」
（静岡）

モンドセレクションにて最高
金賞を受賞した名水「富士
山萬年水」を使用したサイ
ダー。天然水の素材が活か
されたスッキリ爽やかな喉
越しです。静岡県を代表す
るご当地サイダーの味は格
別です。

「富士山頂コーラ」
（静岡）

雄大な富士を覆う真っ白な
雪をイメージしたホワイト
コーラ。富士山頂の澄んだ
空気を思わせるような透明
感のある味わいが特徴です。
飲んだ瞬間、富士山頂を感
じることができる素敵なコー
ラをぜひお楽しみください。

「トンボラムネ」
（富山）

水のふるさと・富山の立山
水系の水を使ったさわやか
なラムネ。
創業明治29年（1896年）、現
存する最老舗のラムネで控
えめな甘さが特徴です。

「姫路城サイダー」
（兵庫）

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）

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。

「塩サイダー」
（大阪）

古くから塩田が栄えていた
兵庫県赤穂の塩を340ml中
に1g使用しています。塩が
サイダーの甘みを引き立た
せ美味しく、水分補給、塩分
補給も兼ね備え、運動後や
風呂上がりに最適な炭酸飲
料です。

「ビリケンサイダー」
（大阪）

大阪通天閣に幸福の神様と
して置かれているビリケンさ
んのラベルのサイダーです。
ラベル裏にもビリケンさんの
絵と金運、仕事運、恋愛運、
健康運の4種類がランダムに
書かれており、おみくじ的な
要素も持つサイダー。味は
昔ながらのサイダーです。

「ビードロおいしいラムネ」
（神奈川）

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。



【登場する商品の紹介】

「ダイヤモンドレモン 」
（兵庫）

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。

「瀬戸内マスカットラムネ 」
（広島）

岡山県の温暖な気候で丁寧
に育ったマスカット果汁を1%
使用したさわやかなラムネで
す。
一口飲めば、マスカットの芳
醇な香りが口いっぱいに広
がります。

「湯あがり堂サイダー 」
（佐賀）

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。

「パイナップルラムネ 」
（沖縄）

国産パイナップルのほとん
どは沖縄県産。その沖縄の
熱い日差しを浴びて育った
パイナップルを、富士山の
天然水で仕立てたラムネで
す。火照った体を爽やかに
クールダウン！

【日本ガラスびん協会紹介】

名称 ： 日本ガラスびん協会
会長 ： 山村 幸治
住 所 ： 東京都新宿区百人町3-21-16 日本ガラス工業センター3F
目 的 ： ガラスびん製品の利用啓発並びに利用情報の収集及び提供等を実施
ホームページ ： http://www.glassbottle.org/
Facebook ： https://www.facebook.com/binmusume.binkyo

http://www.glassbottle.org/
https://www.facebook.com/binmusume.binkyo

