
果汁との相性が良く、スッキリおいしいサワーが手軽に！	

樽詰サワーのカクテル	

※想定グラス容量（ml）	

氷彩サワー	
8度 10ℓ樽	

樽詰商品	

ワイン由来のピュアな味わい	

氷彩プレーンサワー	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②氷彩サワーで満たす。	

◯氷彩サワー　 	適量	

※455 

女性に大人気のぶどう風味たっぷりの甘口サワー	

氷彩巨峰サワー	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスに業務用Ribbonシロップ巨峰果汁入りを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯業務用Ribbonシロップ	

　 巨峰果汁入り　　 	 30ml	

※455 

すっきり感が決め手のサワー	

氷彩ジンジャーサワー　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにジンジャーシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯ジンジャーシロップ 	30ml	

※455 

オレンジの果肉がうれしいサワー	

氷彩生搾りオレンジサワー　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスを氷彩サワーで満たす。	

③オレンジを搾り入れ、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯オレンジ 	1/2個	

※455 
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果汁との相性が良く、スッキリおいしいサワーが手軽に！	

氷彩サワー	
8度 10ℓ樽	

爽快感が引き立つ人気の定番サワー	

氷彩レモンサワー	

◯氷彩サワー 	適量	
◯Ribbonレモンシロップ	30ml	

①グラスに氷を入れる。	
②Ribbonレモンシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

爽やかな酸味が心地よい飲み口のサワー	

氷彩ライムサワー	

◯氷彩サワー 	適量	
◯Ribbonライムシロップ	30ml	

◯スライスライム	

①グラスに氷を入れる。	
②Ribbonライムシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
④スライスライムを添える。	

フレッシュな酸味がきいたすっきりサワー	

氷彩シークヮーサーサワー　	

◯氷彩サワー 	適量	
◯業務用　Ribbon	

　沖縄シークヮーサーシロップ
	30ml	

①グラスに氷を入れる。	
②業務用 Ribbon 沖縄シークヮーサーシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

柚子の香りと甘さが絶妙のはちみつサワー	

氷彩ゆずはちみつサワー　	

◯氷彩サワー 	適量	
◯Ribbonゆずはちみつ	

	シロップ 	30ml	

①グラスに氷を入れる。	
②Ribbonゆずはちみつシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
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果汁との相性が良く、スッキリおいしいサワーが手軽に！	

氷彩サワー	
8度 10ℓ樽	

より爽快に！こだわりのレモンサワー	

氷彩リッチレモンサワー	

◯氷彩サワー 	適量	

◯業務用 ポッカレモン 	

　パルプリッチ 	30ml	

◯カットレモン	

①グラスに氷を入れる。	
②業務用 ポッカレモン パルプリッチを入れる。	
③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
④カットレモンを飾る。	

アイスキャンディーが溶けてシャーベット状になったら飲み頃	

氷彩アイスキャンディーサワー	

◯氷彩サワー 	適量	

◯アイスキャンディー 	1本	

①氷彩サワーをグラスに注ぐ。	
②アイスキャンディーを入れる。	

氷彩グレープフルーツサワー	

◯氷彩サワー 	適量	

◯Ribbonグレープフルーツ	

　シロップ 	30ml	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにRibbonグレープフルーツシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
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果汁との相性が良く、スッキリおいしいサワーが手軽に！	

ICEBALL（アイスボール） 

※想定グラス容量（ml）	

氷彩サワー	
8度 10ℓ樽	

樽詰商品	

人気の高い定番サワー。食事との相性もよくさっぱりとした味わい	

ICEBALL　レモン	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスに業務用 Ribbon レモンシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
	

◯氷彩サワー　 	適量	
◯業務用 Ribbon レモンシロップ　　

	 	30mｌ	
◯スライスレモン	

　	

※500 

カムカムの特徴的なさわやかな酸味と赤色がきれいなサワー	

ICEBALL　カムカム	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにRibbonカムカム シロップ を入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯Ribbonカムカム シロップ	

　 　　 	 30ml	

※500 

ライムがみずみずしく香る、スッキリとしたライムサワー	

ICEBALL　ライム	
　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにRibbonライム シロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯Ribbonライム シロップ	

 	　　　　　　　　　　　　　　　30ml	

※500 

沖縄パイナップルの味わいが深いフルーツサワー	

ICEBALL　パイナップル　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにRibbon沖縄パイナップルシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
	

◯氷彩サワー　　 	適量	
◯Ribbon沖縄パイナップル	

　シロップ	
 	　　　　　　　　　　　　　　　30ml	

	

※500 
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果汁との相性が良く、スッキリおいしいサワーが手軽に！	

ICEBALL（アイスボール） 

※想定グラス容量（ml）	

氷彩サワー	
8度 10ℓ樽	

樽詰商品	

爽やかな香りのフレーバー、シンプルながらも一番人気	

ICEBALL　プレーン	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

③レモン輪切りを添える。	
	

	

◯氷彩サワー　 	適量	
◯レモン輪切り正対	

	

※500 

女性人気第2位、甘過ぎないから飲みやすい	

ICEBALL　ピーチ	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにリゼット・ピーチを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー　 	適量	
◯リゼット・ピーチ　　　　　 30ml	

※500 

食事の邪魔をしない、さっぱりテイスト	

ICEBALL　アップル	
　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにやさしく仕上げたりんご酢シロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯やさしく仕上げたりんご酢	

    シロップ 　　　　　　　　　30ml	

※500 

まったりとした時間を演出する巨峰フレーバー	

ICEBALL　グレープ	
　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスに業務用 Ribbon シロップ巨峰果汁入りを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
	

◯氷彩サワー 	適量	
◯業務用 Ribbon シロップ	

　巨峰果汁入り　　 　　　 30ml	
	

※500 

21 



果汁との相性が良く、スッキリおいしいサワーが手軽に！	

ICEBALL（アイスボール） 

※想定グラス容量（ml）	

氷彩サワー	
8度 10ℓ樽	

樽詰商品	

ほんのり辛口。ジンジャーテイスト	

ICEBALL　ジンジャー	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスに業務用ジンジャーシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
	

◯氷彩サワー 	適量	
◯業務用ジンジャーシロップ	

　　　　　　　　　　　　　　　　　30mｌ	
	

※500 

沖縄を感じるシークヮーサーフレーバー	

ICEBALL　シークヮーサーサワー	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスに業務用 Ribbon 沖縄シークヮーサーシロップを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯業務用 Ribbon 沖縄	

　シークヮーサーシロップ　 30ml	

※500 

大人の味、グレープフルーツのほろ苦さがクセになる	

ICEBALL　グレープフルーツ	
　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスに業務用グレープフルーツを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	　適量	
◯720ml業務用	

　 グレープフルーツ         30ml　	

※500 

フランスのトロピカルテイストのリキュールが新しい	

ICEBALL　ザ　ブルー	
　	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにピプノティックを入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
	

◯氷彩サワー          　　　適量	
◯ピプノティック	

 	　　　　　　　　　　　　15～30ml	
	

※500 
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果汁との相性が良く、スッキリおいしいサワーが手軽に！	

ICEBALL（アイスボール） 

※想定グラス容量（ml）	

氷彩サワー	
8度 10ℓ樽	

樽詰商品	

ICEBALLのスプリッツァー、白ワインとの相性がいい	

ICEBALL　ホワイトスプリッツァー	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにガルシア・カリオン（白）を入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	
	

◯氷彩サワー　　 	適量	
◯ガルシア・カリオン（白）	

　　　　　　　　　　　　　　　 　30mｌ	
	

※500 

ICEBALLのスプリッツァー、赤ワインとの相性がいい	

ICEBALL　レッドスプリッツァー	
	

①グラスにキューブアイス8個を入れる。	
②グラスにガルシア・カリオン（赤） を入れる。	

③氷彩サワーで満たし、軽くステアする。	

◯氷彩サワー 	適量	
◯ガルシア・カリオン（赤）	

　 　　 	 30ml	

※500 
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爽やかな香りのICEBALLにレモンのロックを	

ロケンロール	

①グラスに凍らせたレモン 拍子切りを入れる。	
②氷彩サワーで満たす。	

	

◯氷彩サワー　　 	適量	
◯凍らせたレモン 拍子切り	

　　　　　　　　　　　　　　　 　　3つ	


