
世界No.1＊プレミアムジン	

ボンベイ・ サファイアのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

ボンベイ・	
サファイア	
	

47度 750ml/1ℓ	

＊2015年 IWSR社調べ	

ソーダとトニックが奏でる爽快な味わい	

サファイアソニック	

①氷の入ったグラスに、ボンベイ・サファイアを入れる。	
②カットライムをグラスに搾り入れる。	

③トニックウォーター、おいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアして完成。	

◯氷　　　　　　　　　　　　　　適量	
◯ボンベイ・サファイア 	30ml	

◯トニックウォーター 	60ml	
◯おいしい炭酸水 	60ml	

◯カットライム	

※320 

すっきりした甘みとレモンの酸味が特徴の新感覚カクテル	

サファイア コリンズ	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・サファイアを注ぎ入れる。	
②業務用ポッカレモン100％とシュガーシロップを入れ、軽くステアする。	

③おいしい炭酸水で満たし、再び軽くステアし、カットレモンを飾る。	

◯ボンベイ・サファイア 	30ml	
◯業務用ポッカレモン100％ 

	 	
	20ml	

◯シュガーシロップ 	10～15ml	

◯おいしい炭酸水 	適量	
◯カットレモン	

※300 

クランベリーの甘酸っぱさとジンのすっきり感が絶妙	

フレンチ75クランベリー	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・サファイアを注ぎ入れる。	
②業務用ポッカレモン有糖と業務用PS クランベリーを注ぎ、軽くステア

する。	
③マルティーニ プロセッコで満たし、再び軽くステアし、レモンスライスを飾る。	

◯ボンベイ・サファイア 	30ml	
◯業務用ポッカレモン有糖 

	 	
	20ml	

◯業務用PS クランベリー 

	 	
	50ml	

◯マルティーニ プロセッコ	適量	
◯レモンスライス	

※300 

10種類のボタニカルとライムが香るカクテル	

サファイア ライム　	

①ロックグラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・サファイアを注ぎ入れる。	
②ライムジュースを入れ、軽くステアする。	

③お好みでカットライムを飾る。	

◯ボンベイ・サファイア 	45ml	
◯ライムジュース 	15ml	

◯カットライム	

※300 
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世界No.1＊プレミアムジン	

ボンベイ・ サファイアのカクテル	

ボンベイ・	
サファイア	
	

47度 750ml/1ℓ	

ストロベリーソニック	

①グラスにボンベイ・サファイア、イチゴピューレ、ライムジュース　を入
れよく混ぜる。	

②氷を入れ、全体が冷えるようにステアする。	
③トニックウォーター、おいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアして完成。	

	

◯氷　　　　　　　　　　　　　　適量	
◯ボンベイ・サファイア 	40ml	

◯トニックウォーター 	60ml	
◯おいしい炭酸水　　　　　60ｍｌ	

◯イチゴピューレ 　5mｌ（1ｔｓｐ）	

◯ライムジュース　　5mｌ（1ｔｓｐ）	
	

ストロベリーソニックフレッシュバージョン	

①グラスにボンベイ・サファイア、スライスしたイチゴ、ライムジュースを
入れ、イチゴを軽くつぶしてから全体をよくかき混ぜる。②氷を入れ、

全体が冷えるようにステアする。③トニックウォーター、おいしい炭酸
水を注ぎ、軽くステアして 後にシナモンスティックを入れ完成。	

	

◯氷　　　　　　　　　　　　　適量	
◯ボンベイ・サファイア 	40ml	

◯トニックウォーター 	70ml	
◯おいしい炭酸水　　　　　30ｍｌ	

◯ライムジュース　　5mｌ（1ｔｓｐ）	

◯イチゴ　　　　　　　　　　　2粒	
◯シナモンスティック　　　　1本	

サファイアソニック　ピーチ＆ミント	
フレッシュバージョン	

①氷の入ったバルーングラスにボンベイ・サファイアを注ぐ。	
②ライムジュースを注ぎ、スライスした桃を軽くつぶして、よく混ざるように

ステア。	
③トニックウォーター、おいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアしてから	

　ミントを盛りつけて完成。	

	

◯氷　　　　　　　　　　　　　　適量	
◯ボンベイ・サファイア 	40ml	

◯トニックウォーター 	70ml	
◯おいしい炭酸水　　　　　30ｍｌ	

◯ライムジュース　　5mｌ（1ｔｓｐ）	

◯桃　　　　　　1/6個（スライス）	
◯ミント　　　　　　　　　　　　適量	

サファイアソニック　ピーチ＆ミント	

①氷の入ったバルーングラスにボンベイ・サファイアを注ぐ。	
②ライムジュース、ピーチピューレを注ぎ、よく混ざるようにステアする。	

③トニックウォーター、おいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアしてから	
　ミントを盛りつけて完成。	

◯氷　　　　　　　　　　　　　　適量	
◯ボンベイ・サファイア 	40ml	

◯トニックウォーター 	70ml	
◯おいしい炭酸水　　　　　30ｍｌ	

◯ライムジュース　　　　　 　5mｌ	

◯ピーチピューレ 　　　　 　1ｔｓｐ	
◯ミント　　　　　　　　　　　　適量	

＊2015年 IWSR社調べ	

58 ※想定グラス容量（ml）	



世界No.1＊プレミアムジン	

スター•オブ•ボンベイのカクテル	

スター•オブ•ボンベイ	
47.5度 750ml	

スターミスト	
	

◯スター・オブ・ボンベイ 	45ml	
◯クラッシュアイス	

◯オレンジピール	

※300 

１：１でつくる 高峰の味わい	

1on1スター＆トニック　	

①グラスに氷を入れ、スター・オブ・ボンベイを注いで、全体が冷えるよ
うにステアする。	

②トニックウォーターを注ぎ、軽くステアする。	
③オレンジピールを軽くしぼり、グラスに入れ完成。	

◯スター・オブ・ボンベイ 	60ml	
◯トニックウォーター 	60ml	

◯オレンジピール	
◯ロックアイス	

※300 

①グラスに氷を入れ、スター・オブ・ボンベイを注ぎ入れる。	
②軽くステアして、オレンジピールを飾る。	

＊2015年 IWSR社調べ	
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※300 

１：４でつくる 高峰の味わい	

スタートニック　	

◯スター・オブ・ボンベイ 	30ml	
◯トニックウォーター 	120ml	

◯オレンジピール	
◯ロックアイス	

①グラスに氷を入れ、スター・オブ・ボンベイを注いで、全体が冷えるよ
うにステアする。	

②トニックウォーターを注ぎ、、軽くステアする。	
③オレンジピールを軽くしぼり、グラスに入れ完成。	

※想定グラス容量（ml）	



極限まで磨き上げた伝統の味と香り	

ボンベイ・ ドライのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

ボンベイ・	
ドライ	
	

40度 700ml	

正統派ドライジンでつくる本格ジントニック	

ボンベイ トニック	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・ドライを注ぎ入れる。	
②トニックウォーターを注ぎ、軽くステアする。	

③カットレモンを飾る。	

◯ボンベイ・ドライ 	30ml	
◯トニックウォーター 	90ml	

◯カットレモン	
	

※1：4でつくる	

英国式ジントニックもおすすめ!	

※300 

ほのかにスパイシーなロングカクテル	

ボンベイ バック	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・ドライを注ぎ入れる。	
②冷やしたジンジャーエールを注ぎ、軽くステアする。	

③カットレモンを飾る。	

◯ボンベイ・ドライ 	30ml	
◯ジンジャーエール 	90ml	

◯カットレモン	

※300 

クランベリーが香るジンカクテル	

ボンベイ ギムレット クランベリー　	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・ドライを注ぎ入れる。	
②業務用ポッカレモン有糖と業務用PS クランベリー30％を注ぎ、	

　軽くステアする。	

◯ボンベイ・ドライ 　 	30ml	
◯業務用ポッカレモン有糖	

 	 	30ml	
◯業務用PS クランベリー30％	

　 	60ml	

※300 

さっぱりとした味わいのスタンダードカクテル	

ボンベイ ソーダ	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・ドライを注ぎ入れる。	
②おいしい炭酸水を注ぎ、軽くステアする。	

③お好みで業務用ポッカレモン100％を入れ、カットレモンを飾る。	

◯ボンベイ・ドライ 　　　　　30ｍｌ 
◯おいしい炭酸水　　  　　 90ｍｌ 
◯業務用ポッカレモン100％  
　　　　　　　　　　　　　　　　　適量	

◯カットレモン	

※300 
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極限まで磨き上げた伝統の味と香り	

ボンベイ・ ドライのカクテル	

ボンベイ・	
ドライ	
	

40度 700ml	
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１：４でつくるトラディショナルスタイル	

英国式ジントニック	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・ドライを注ぎ入れる。	
②おいしい炭酸水とトニックウォーターを注ぎ、軽くステアする。	

③お好みでカットライムを搾り入れる。	

◯ボンベイ・ドライ 	30ml	

◯トニックウォーター 	 120ml	

◯カットライム　　　　　　　　1/6	

※300 

正統派ドライジンをボンベイソニックスタイルで	

ボンベイ ソニック	

①グラスに氷をたっぷり入れ、ボンベイ・ドライを注ぎ入れる。	
②おいしい炭酸水とトニックウォーターを注ぎ、軽くステアする。	

③お好みでカットレモンを搾り入れる。	

◯ボンベイ・ドライ 	30ml	

◯おいしい炭酸水 	60ml	

◯トニックウォーター 	 60ml	

◯カットレモン	

ジンとレモンが生み出す、甘くないドライな爽快感。	

レモンサワー ドライ	

◯ボンベイ・ドライ 	30ml	

◯ポッカレモン100 	10ml	

◯おいしい炭酸水 	 適量	

有機レモン果汁使用。果汁にこだわったドライサワー。	

レモンサワー ドライ・オーガニック	

◯ボンベイ・ドライ 	30ml	

◯業務用ポッカレモン有機

	 	10ml	

◯おいしい炭酸水 	 適量	

※想定グラス容量（ml）	


