
サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
プレーン

●99.99樽詰プレーン・・・・・180㎖

1杯あたり原価 約65円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓13.5％

サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withグレープフルーツ

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●Ribbon

グレープフルーツシロップ・・ 30㎖

1杯あたり原価 約69円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓14.3％

サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withオレンジ

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●Ribbon ORANGE100・・・・ 30㎖

1杯あたり原価 約68円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓14.2％

サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withパイン

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●沖縄パイナップルシロップ・・ 30㎖

1杯あたり原価 約90円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓18.8％

サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withシークヮーサー

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●Ribbon

沖縄シークヮーサーシロップ・ 30㎖

1杯あたり原価 約86円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓17.9％

サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withレモン

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●Ribbon レモンシロップ・・・ 30㎖

1杯あたり原価 約67円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓13.9％



サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withゆず

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●Ribbon 国産ゆずシロップ

はちみつ仕⽴て・・・・・・・ 30㎖

1杯あたり原価 約96円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓20.0％

サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withライム

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●Ribbon ライムシロップ・・・ 30㎖

1杯あたり原価 約67円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓13.9％

サッポロチューハイ99.99
樽詰プレーン 435
withピオーネ

●99.99樽詰プレーン・・・・・150㎖
●Ribbon

⼭梨ピオーネシロップ・・・・30㎖

1杯あたり原価 約81円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓16.8％



サッポロ焼酎 435

●サッポロ焼酎・・・・・ ・ ・・36㎖
●Ribbon

沖縄パイナップルシロップ・・36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・108㎖

1杯あたり原価 約96円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓20％

サッポロ焼酎 435
シークヮーサーサワー

●サッポロ焼酎・・・・・ ・ ・・36㎖
●Ribbon

沖縄シークヮーサーシロップ・・36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・108㎖

1杯あたり原価 約94円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓19.5％

サッポロ焼酎 435

●サッポロ焼酎・・・・・ ・ ・・36㎖
●Ribbon

北海道ハスカップシロップ・・36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・108㎖

1杯あたり原価 約83円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓17.2％

サッポロ焼酎 435
ピオーネサワー

●サッポロ焼酎・・・・・ ・ ・・36㎖
●Ribbon

⼭梨ピオーネシロップ・・・・36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・108㎖

1杯あたり原価 約85円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓17.7％

サッポロ焼酎 435
フローズンブラッドオレンジサワー

●サッポロ焼酎・・・・・ ・ ・・36㎖
●1L業務⽤凍らせてできる

ブラッドオレンジ・グラニータ・・36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・108㎖

1杯あたり原価 約72円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓15.0％

サッポロ焼酎 435

●サッポロ焼酎・・・・・ ・ ・・36㎖
●Ribbon 国産ゆずシロップ

はちみつ仕⽴て・・・・・・・36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・108㎖

1杯あたり原価 約103円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓21.4％

ゆずサワー

ハスカップサワー

パインサワー



サッポロ焼酎 435
加賀棒ほうじ茶割り

●サッポロ焼酎・・・・・・・・40㎖
●1L業務⽤加賀棒ほうじ茶・・120㎖

1杯あたり原価 約59円
※1杯160㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓15.5％

サッポロ焼酎 435
⽟露⼊りお茶割り

●サッポロ焼酎・・・・・・・・40㎖
●⽟露⼊りお茶・・・・・・・・120㎖

1杯あたり原価 約57円
※1杯160㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓15.0％

サッポロ焼酎 435
北海道コーン茶割り

●サッポロ焼酎・・・・・・・・40㎖
●1L業務⽤北海道コーン茶・・120㎖

1杯あたり原価 約59円
※1杯160㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓15.5％



焼 酎 435
フローズンレモンサワー

●サッポロ焼酎・・・・・・・・36㎖
●リモーネ・グラニータ※・・ ・ 36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・108㎖

1杯あたり原価 約72円
※1杯180㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓15.0％

435

※リモーネ・グラニータは「1L業務⽤凍
らせてできるリモーネ・グラニータ」を
容器等に⼊れて凍らせたものです。

本格芋焼酎からり芋

薩摩紅茶割り
●からり芋・・・・・・・・・・40㎖
●知覧にっぽん紅茶・・・・・120㎖

1杯あたり原価 約97円
※1杯160㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓20.2％



男梅サワーの素 380

●男梅サワーの素・・・・ 45㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・135㎖

1杯あたり原価 約76円
※1杯180㎖とした場合
※売価430円の場合原価率︓18.0％

サッポロ焼酎 380
男梅サワー

男梅の酒 380
男梅サワー男梅サワー

●男梅の酒・・・ ・ ・・・ 60㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・120㎖

1杯あたり原価 約98円
※1杯180㎖とした場合
※売価430円の場合原価率︓23.0％

●サッポロ焼酎・・・・・・36㎖
●男梅シロップ・・・ ・ ・36㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・108㎖

1杯あたり原価 約86円
※1杯180㎖とした場合
※売価430円の場合原価率︓20.0％



バリキング 435

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・120㎖

1杯あたり原価 約84円
※1杯180㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓22.1％

435バリキング 435

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●樽詰サワー・・・・・・・・180㎖

1杯あたり原価 約92円
※1杯240㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓24.2％

バリサワーバリハイボール

バリキング

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●ジンジャーエール・・・・・120㎖

1杯あたり原価 約85円
※1杯180㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓22.4％

バリジンジン

バリキング 435

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●サッポロ⽣ビール

⿊ラベル〈樽⽣〉・・・・・180㎖

1杯あたり原価 約126円
※1杯240㎖とした場合
※売価480円の場合原価率︓26.3％

435バリキング 435

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●オレンジジュース・・・・・120㎖

1杯あたり原価 約95円
※1杯180㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓25.0％

バリオレバリビーール

バリキング

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●トマトジュース・・・・・・120㎖

1杯あたり原価 約101円
※1杯180㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓26.6％

バリリコピン



バリキング 435

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●ポールスター ・・・・・・・120㎖

1杯あたり原価 約153円
※1杯180㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓40.3％

バリキング 435

●バリキング・・・・・・・・・60㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・180㎖
●追い⼭椒・・・・・・・・・・・2g

1杯あたり原価 約84円
※1杯180㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓22.1％

バリざんしょバリバブリー



カミノ・レアル 300

●カミノ・レアル ・・・・・・・ 20㎖
●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 20㎖
●Ribbon ORANGE100 ・・・ 120㎖

1杯あたり原価 約114円
※1杯160㎖とした場合
※売価500円の場合原価率︓20.78％

エリストフ 300

●エリストフ・・・・・・・・・ 15㎖
●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 30㎖
●ジンジャーエール・・・・・ 100㎖
●レモン ・・・・・・・・・・・ 20g
●ミント ・・・・・・・・・・・0.5g

1杯あたり原価 約78円
※1杯145㎖とした場合
※売価500円の場合原価率︓14. 26％

ピオーネジンジャーカクテルピオーネサンライズ

ボンベイ・サファイア 360

●ボンベイ・サファイア・・・・ 15㎖
●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 30㎖
●トニックウォーター・・・・ 100㎖
●ライム ・・・・・・・・・・・ 10g

1杯あたり原価 約95円
※1杯145㎖とした場合
※売価500円の場合原価率︓17.35％

ピオーネジントニック

①グラスに氷をいれ、５００ｍｌ業務⽤
Ｒｉｂｂｏｎ⼭梨ピオーネシロップ、テ
キーラをグラスに注ぐ。
②オレンジジュースを氷に当てながら注
ぐ。

①グラスに５００ｍｌ業務⽤Ｒｉｂｂｏ
ｎ⼭梨ピオーネシロップ、ウォッカ、ジ
ンジャーエールの順に注ぐ。
②レモンスライスをグラスに⼊れ、上に
ミントを飾る。

①グラスに氷を⼊れ、５００ｍｌ業務⽤
Ｒｉｂｂｏｎ⼭梨ピオーネシロップ、ジ
ン、トニックウォーターの順に⼊れる。
②ライムをくし形に切り、グラスに飾る。

バカルディスペリオール 200

●バカルディ スペリオール・・・10㎖
●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 25㎖
●⽜乳・ ・・・・・・・・・・140㎖

1杯あたり原価 約60円
※1杯175㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓14. 44％

ピオーネミルクラム

①鍋に５００ｍｌ業務⽤Ｒｉｂｂｏｎ⼭
梨ピオーネシロップ、⽜乳を⼊れ弱⽕で
温める。
②グラスに注ぎ、ラム酒を垂らす。



200

●⽔ ・・・・・・・・・・ ・・ 130㎖
●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 60㎖
●カルダモン・・・・・・・・・ 0.5g
●ミント ・・・・・・・・・・ ・ 5g

1杯あたり原価 約58円
※1杯190㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓13.89％

300

●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 30㎖
●⽜乳・ ・・・・・・・・・・100㎖

1杯あたり原価 約39円
※1杯130㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓9.33％

ピオーネミルク

①鍋に５００ｍｌ業務⽤Ｒｉｂｂｏｎ⼭
梨ピオーネシロップ、⽔、カルダモンを
⼊れ沸騰直前まで温める。
②グラスに注ぎシナモンスティックを⼊
れる。

①グラスに氷を⼊れ、⽜乳を注ぐ。
②５００ｍｌ業務⽤Ｒｉｂｂｏｎ⼭梨ピ
オーネシロップを氷に当てながら注ぐ。

300

●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 50㎖
●⽜乳・ ・・・・・・・・・・150㎖
●粉末ゼラチン ・・・・・・・・ 2ｇ

1杯あたり原価 約66円
※1杯200㎖とした場合
※売価380円の場合原価率︓15.67％

ピオーネミルクフラッペ

①分量の⽜乳の半量を鍋で温め、粉末ゼ
ラチンをふり⼊れ溶かす。その鍋に残り
の⽜乳を⼊れバットに流して冷凍し、
凍ったらフォークでかいておく。
②器、５００ｍｌ業務⽤Ｒｉｂｂｏｎ⼭
梨ピオーネシロップは冷やしておく。

360

●⼭梨ピオーネシロップ ・・・50㎖
●Ribbon

グレープフルーツシロップ ・ 200㎖
●グレープフルーツ ・・・・・・ 30g

1杯あたり原価 約242円
※1杯250㎖とした場合
※売価500円の場合原価率︓43.93％

300

●⼭梨ピオーネシロップ・・・・50㎖
●アーモンド

ブリーズ バリスタブレンド・200㎖

1杯あたり原価 約135円
※1杯250㎖とした場合
※売価500円の場合原価率︓24 55％

ピオーネのアーモンドミルクラテピオーネ&グレープフルーツ

435

●⼭梨ピオーネシロップ ・・・ 80㎖
●おいしい炭酸⽔・・・・・・200㎖
●りんご酢・・・・・・・・・・15㎖
●りんご・・・・・・・・・・・ 30g

1杯あたり原価 約124円
※1杯295㎖とした場合
※売価400円の場合原価率︓28.12％

ピオーネとりんご酢のすっきりソーダ

①器に氷をいれ、５００ｍｌ業務⽤Ｒｉ
ｂｂｏｎ⼭梨ピオーネシロップ、りんご
酢、炭酸⽔の順に注ぐ。
②りんごを1cm幅のくし切りにカットし
グラスに飾る。

①グラスに氷、５００ｍｌ業務⽤Ｒｉｂ
ｂｏｎ⼭梨ピオーネシロップを⼊れ、
720ml業務⽤グレープフルーツを氷に当
てながら注ぐ。
②グレープフルーツをくし形にカットし、
グラスに飾る。

①器に５００ｍｌ業務⽤Ｒｉｂｂｏｎ⼭
梨ピオーネシロップを10ml⼊れる。
②アーモンド・ブリーズ バリスタブレ
ンドを温め、ハンドスチーマーやミルク
スチーマーを使い泡⽴てる。
③(1)に(2)を注ぎ⼊れ、残りのピオーネ
シロップ40g を細く円を描くように注ぎ
⼊れる。

ホットピオーネ



ハートリーフ 340

●ハートリーフ
カベルネ・シラーズ(⾚) ・・・ 80㎖

●1L業務⽤凍らせてできる
ブラッドオレンジ・グラニータ・・70ｇ

●冷凍ミックスベリー ・・・・・ 20g
●ミント ・・・・・・・・・・・0.5g

1杯あたり原価 約95円
※1杯150㎖とした場合
※売価400円の場合原価率︓21.59％

ボンベイ・サファイア 360

●ボンベイ・サファイア ・・・ 40㎖
●1L業務⽤凍らせてできる

ブラッドオレンジ・グラニータ・・60ｇ
●トニックウォーター ・・・・ 100㎖
●トマトジュース・・・・・・・40㎖

1杯あたり原価 約137円
※1杯240㎖とした場合
※売価500円の場合原価率︓24.9％

フローズンブラッドオレンジトマトニックフローズンブラッドオレンジサングリア

サッポロ⽣ビール
⿊ラベル〈樽⽣〉 380

●サッポロ⽣ビール
⿊ラベル〈樽⽣〉 ・・・・・・ 80㎖

●1L業務⽤凍らせてできる
ブラッドオレンジ・グラニータ・130ｇ

●オレンジ ・・・・・・・・・・10ｇ

1杯あたり原価 約88円
※1杯210㎖とした場合
※売価500円の場合原価率︓16.3％

フローズンブラッドオレンジビア

バカルディスペリオール 300

●バカルディ スペリオール・・・40㎖
●1L業務⽤凍らせてできる

ブラッドオレンジ・グラニータ・100ｇ
●おいしい炭酸⽔・・・・・・100㎖
●ミント ・・・・・・・・・・・・5g

1杯あたり原価 約204円
※1杯240㎖とした場合
※売価600円の場合原価率︓30.9％

フローズンブラッドオレンジモヒート

①グラスにワインを注ぎ、ミックスベ
リーを⼊れグラニータを⼊れ、上にミン
トを飾る。

①)グラスにトマトジュースをいれ、ト
ニックウォーターを注ぐ。
②上にグラニータをのせる。

①グラスにミント、ホワイトラム、グラ
ニータを⼊れ、サイダーを注ぐ。

①グラスにグラニータ半量を⼊れ、ビー
ルを注ぎ、残りのグラニータを⼊れオレ
ンジを飾る。



435

●サイダー・・・・・・・・・・150㎖
●1L業務⽤凍らせてできる

ブラッドオレンジ・グラニータ・100ｇ
●冷凍パイナップル ・・・・・・ 50g
●冷凍ブルーベリー ・・・・・・ 20g
●冷凍マンゴー ・・・・・・・・ 50g
●ミント ・・・・・・・・・・・0.5g

1杯あたり原価 約294円
※1杯250㎖とした場合
※売価800円の場合原価率︓33.38％

ブラッドオレンジフルーツソーダ

①グラスにパイナップル、ブルーベリー、
マンゴーの順に⼊れ、サイダーを注ぐ。
②上からグラニータをのせ、ミントを飾
る。

200

●1L業務⽤凍らせてできる
ブラッドオレンジ・グラニータ・・70ｇ

●トマトジュース ・・・・・・ 40㎖
●セロリ ・・・・・・・・・・・ 3ｇ

1杯あたり原価 約49円
※1杯110㎖とした場合
※売価400円の場合原価率︓11.08％

トマブラッドオレンジ

①グラスにトマトジュースを⼊れ、上か
らグラニータを⼊れる。
②セロリの葉を飾る。


