どらやき
古来より代表的な和菓子であるどら焼き。
焼きたての香ばしい生地、そこに包まれた粒あんが
忠実に再現され、
口いっぱいに広がるやさしい甘さが後をひきます。
驚きと感動をぜひ味わってみてください。
Dorayaki (Sweet-bean filled cakes)
Dorayaki, a leading Japanese confectionary with a
long history.
By faithfully duplicating the fragrance of the freshly
baked dough and the sweet bean paste wrapped
inside, the gentle sweetness filling your mouth leaves
you wanting more.
Please try out the taste of surprise and excitement.

サクラティー
和 NAGOMI は、繊細な和(わ)の趣をイメージした、和風フレーバーのリキッドです。
BI-SO Liquid独自のフレーバーの調合により、日本ならではのスイーツの香りを表現。
細部にわたり丁寧に作りこまれた、世界でも類を見ない新感覚リキッドの味わいを
お愉しみください。

ほのかに香るサクラの風味が、紅茶の香りとバランス
よく広がり、日本で最も愛される花であるサクラを
上品に表現したリキッドです。
花言葉は「優雅な美」。その言葉通り優雅なひと時を
お愉しみください。
Sakura tea (Cherry blossom tea)

With the Japanese spirit as our concept, we present a lineup of fragrance and
sweetness only possible in Japan.
The unique blend of flavors of BI-SO Liquid expresses the elegance of the
exquisite Japanese spirit.
Please enjoy the flavor of a liquid with a new sensation, one without peer
around the world, made carefully with attention to every detail.

商

号

株式会社

Trade name

BI-SO Ltd.

創

業

2013年 12月

Operation since

December 2013

設

立

2014年 12月

Established in

December 2014

Representative

Representative Director Tsutomu Nakatsugawa

Location

[Head office]

代

表

者

代表取締役

所

在

地

■本

BI-SO

中津川

勉

社

〒390-0815 長野県松本市深志2-8-6OTKビル3F

OTK Bld.3F,2-8-6,Fukashi,Matsumoto-shi,Nagano, 390-0815, Japan

TEL.0120-00-8985

Phone.0120-00-8985 FAX(+81)263-88-8979

FAX.0263-88-8979

[Matsumoto Second office]

■松本第二事業所
〒390-0811 長野県松本市中央3-11-1ハヤマビル3F

Hayama Bld.3F,3-11-1,Chuo,Matsumoto-shi,Nagano, 390-0811, Japan

TEL.0120-64-6440

Phone.0120-64-6440 FAX(+81)263-31-6441

■県倉庫

FAX.0263-31-6441

[Agata Warehouse]

〒390-0812 長野県松本市県1-2-14

#205 Agatanomori haitsu 1-2-14,Agata,Matsumoto-shi,Nagano, 390-0812, Japan

あがたの森ハイツ205
ホ ームペ ー ジ

www.bi-so.jp

従

18名（2016年6月現在

業

員

契約社員含）

Web site

www.bi-so.jp

Employees

18people (current contract employees including June 2016)

事 業 内 容

電子タバコリキッドの製造、卸及び販売

Business

Electronic cigarette liquid of manufacturing, wholesale and sales

取 引 銀

みずほ銀行

Bank

Mizuho Bank Matsumoto branch

取 引 店 舗 数

186店舗（2016年6月現在）

Trading shops

186 stores ( June 2016 currently )

資

800万円

Capital

¥ 8,000,000

本

行
金

松本支店

As its faintly fragrant tang spreads well balanced
with the fragrance of black tea, this liquid elegantly
expresses the cherry blossom, which are loved above
all others by the Japanese.
In the language of flowers, it is “Elegant Beauty”.
Please enjoy a time as elegant as this word.

抹茶カフェラテ
ほろ苦い抹茶の旨みと、
程よいコーヒーの甘みと香り。
和と洋の絶妙な相性の良さが際立ちます。
日本代表の香りにプラスされたエスプレッソとミルクの
深い味わいが心をリラックスさせてくれるでしょう。
Green tea café latte
The bittersweet charm of powdered green tea and the
moderate sweetness and aroma of coffee.
The exquisitely good affinity of east and west is
outstanding.
The deep flavor of expresso and milk added to
Japan’s leading fragrance is sure to calm your mind.

BI-SO
www.bi-so.jp

