
・入荷のタイミング等でリクエストの対応が難しい場合もございますので予めご了承下さい。

・表示の価格は消費税8％を含めた価格となっております。

・ご不明な点はセールスドライバー又は阪神酒販大阪支店までお問い合わせ下さい。

リクエスト頂いた商品は、なるべく全数ご購入いただくようお願いいたします。

補充目安：１種類 ５本程度

※がついている商品は期間限定商品のためリクエストにお応えできない場合がございます。

大阪Menu

大阪エリア以外では取り扱いのない商品も

ございますので、ご注意ください。

※サク山チョコ次郎/まるっとチョコがけビスケット

　　ピーナッツチョコ/コーンチョコ/麦チョコ

※チョコあ～んぱん（チョコ）　※プチシリーズ

※スローバー　（チョコレートクッキー/濃厚ココナッツミルク）

※濃厚チョコブラウニー/濃厚チョコブラウニーリッチミルク

　　ふんわりバームホワイトショコラ/シルベーヌバー

森永製菓 ※パックンチョ （チョコ /イチゴ）

イトウ製菓 ※ラングリー　（チョコレートクリーム/バニラクリーム）

ネスレ ※1本キットカットバー/3枚キットカットミニ

ブルボン ※アルフォート(ノーマル/ストロベリー/ビター/ホワイト)

ギンビス ※GINZARUSK（ショコラ/ホワイトミルク/いちご/塩キャラメル）

日清シスコ ※クリスプチョコ

¥120

正栄デリシィ

ブルボン

¥110
チョコレート

あっさりおいしいカップヌードル/カレー/シーフード

あっさりおいしいカップヌードル肉だしうどん/鶏南蛮そば

あっさりおだしがおいしいどん兵衛　きざみ揚げうどん

あっさりおだしがおいしいどん兵衛　揚げ玉そば

日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 旨だしカレーうどん

日清の江戸そば/日清の京うどん

日清ソース焼そばカップ　チキンスープ付き

日清

即席麺
¥160

大塚製薬 カロリーメイト（チョコレート/チーズ/バニラ）

ソイジョイ 

※(チョコレート/ストロベリー/抹茶＆マカダミア/プラントベース バナナ)

※(ピーナッツ/プラントベースホワイトチョコ＆レモン)

玄米ブラン

(カカオ/ブルーベリー/メープル/クリームチーズ)

¥130

健康食品
¥120 <新価格>

大塚製薬

¥160

<新価格>

アサヒフード

※じゃがいも心地　厚切りひとくちカット 　オホーツクの塩と岩塩

※KOIKEYA The 海老　※スティックポテト のり塩

カルビー ポテトチップス　クリスプ　（うすしお/コンソメ）

ハウス食品 とんがりコーン　（あっさり塩/焼とうもろこし）

マスヤ おにせんクラッシュ 

ブルボン 　濃厚トリプルチーズケーキ

¥110

湖池屋

¥110

スナック菓子

ケーキ

カゴメ 野菜生活１００　瀬戸内柑橘ミックス　　3/21 発売 195ml 紙ﾊﾟｯｸ

ＧＲＥＥＮ　ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいルイボス　　　3/7 発売 600ml PET

クラフトボス　ビタミンティー　　　3/21 発売 600ml PET

ｻﾝﾄﾘｰ天然水 きりっと果実
ピンクグレープフルーツ＆マスカット　3/21　発売

600ml PET

ボス　カフェイン　キャラメルカフェ 　　　3/28 発売 245ml 缶

ボス　カフェイン　ホワイトカフェ 　　　3/28 発売 245ml 缶

ワンダ 極 微糖 　　　3/7 発売 260ml ボトル缶

三ツ矢特濃グレープスカッシュ　　　　3/21 発売 500ml PET

カルピス カルピスTHE RICH　　　3/14 発売 490ml PET

キリン 午後の紅茶　おいしい無糖　ミルクティー　　3/7 発売 500ml PET

日清シスコ ココナッツサブレ　ベイクドチーズ

※ピュアの森 500ml PET

※四季の恵み　自然湧水 500ml PET

ﾗｲﾌﾄﾞﾘﾝｸｶﾝﾊﾟﾆｰ ※熊野古道水 500ml PET

コカ・コーラ 爽健美茶 600ｍｌ PET

伊右衛門　　　リニューアル 600ml PET

伊右衛門　ほうじ茶　関西限定 525ｍｌ PET

伊右衛門　濃い味　　　2/7 発売 600ml PET

伊右衛門　贅沢ジャスミン　　　2/7 発売 600ml PET

伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 600ｍｌ PET

クラフトボス　フルーツティー　　　リニューアル 600ml PET

クラフトボス　レモンティー　　　リニューアル 600ml PET

午後の紅茶ストレート/レモン/ミルク 500ｍｌ PET

午後の紅茶 おいしい無糖 /香るレモン 500ｍｌ PET

午後の紅茶　ミルクティー　微糖 500ｍｌ PET

アサヒ

サントリー

紅茶

サントリー

¥120

お茶

¥120 容量 容器

¥120 容量 容器

キリン

今月の新商品

¥120 容量 容器

ミツウロコ

ミネラルウォーター

¥60 容量 容器

サントリー

神戸居留地 完熟トマト100％(有塩) 185ml 缶

野菜1日これ1本 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

野菜生活100オリジナル 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

朝のフルーツこれ一本 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

野菜生活100信州白桃ミックス　　2/14　発売 195ｍｌ 紙ﾊﾟｯｸ

ニチレイ アセロラリフレッシュ 430ml PET

ｻﾝﾄﾘｰ天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー　　リニューアル 600ml PET

世界のKitchenから ソルティライチ 500ｍｌ PET

トロピカーナ W オレンジブレンド 500ｍｌ PET

アサヒ バヤリースオレンジ　　　　2/7 発売 470ml PET

カルピス Ｗｅｌｃｈ’ｓ１房分のぶどう　　　2/7 発売 470ml PET

ポッカサッポロ キレートレモンCウォーター 500ｍｌ PET

神戸居留地 ガツンゴールド 185ml 缶

神戸居留地 サバイバー　エナジードリンク 250ml 缶

サントリー デカビタCダブルスーパーチャージ  　 500ml PET

大塚製薬 オロナミンC ドリンク 120ml 瓶

レッドブルジャパン レッドブル　エナジードリンク 250ml 缶

モンスターエナジー 355ｍｌ 缶

モンスターアブソリュートリーゼロ 355ｍｌ 缶

豆乳飲料　バナナ 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

豆乳飲料　ココア 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

豆乳飲料　麦芽コーヒー 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

豆乳飲料　紅茶 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

豆乳飲料　ピスタチオ 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

豆乳飲料　ティラミス 　　　　　　　　　　　　　 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

コカ・コーラ からだすこやか茶W 350ml PET

伊右衛門　特茶                        500ml PET

※特茶ジャスミン 500ml PET

容量 容器

容量 容器

容量 容器

サントリー

サントリー

特保飲料

アサヒ

健康飲料

¥110

¥120

¥150

キッコーマン

¥110

エナジー系ドリンク

¥170

¥230 〈新価格〉 容量 容器

容量 容器

¥120 容量 容器

¥60 容量 容器

容量 容器

キリン

カゴメ

果汁

¥60 容量 容器

CAFE DRIP ザ クリアブラック 185ml 缶

CAFE DRIP コク深微糖 185ml 缶

コカ・コーラ ジョージア　エメラルドマウンテンブレンド 170ml 缶

サントリー ボス　贅沢微糖/レインボーマウンテンブレンド 185ml 缶

明治COFFEEブレンドコーヒー 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

明治COFFEEカフェ・オ・レ 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

ボス Ｔｈｅ BLEND ラテ微糖  　 600ml PET

ボス Ｔｈｅ BLEND ほろにが微糖 　 600ml PET

※クラフトボス　ブレンド珈琲　　　2/14　発売 500ml PET

クラフトボス コーヒーニューニュー ソイ＆ミルク　2/28 発売 300ml PET

クラフトボス コーヒーニューニュー ソイモカ 　 2/28 発売 300ml PET

クラフトボス コーヒーニューニュー ソイバナナオレ　2/28 発売 300ml PET

アサヒ ワンダ 極 カフェオレ　　　リニューアル 260ml ボトル缶

ワンダ　極　ブラック　　　　リニューアル 400ml ボトル缶

ドトール　ブラック 480ｍｌ PET

アサヒ ドトール　カフェ・オ・レ　 480ml PET

サントリー クラフトボス　ブラック/ラテ　　　リニューアル 500ml PET

森永乳業 マウントレーニア　カフェラッテ　　 240ｍｌ チルド

コカ・コーラ コーラ（小） 300ml PET

ウィルキンソンタンサン  レモン 500ｍｌ PET

三ツ矢サイダー　　　2/28　発売 500ml PET

※三ツ矢サイダーレモラ　　　2/28 発売 500ml PET

コカ・コーラ コカ・コーラ　ゼロ 500ml PET

明治アクアヨーグル　 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

明治アクアヨーグル　アロエ 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

明治オ・レ　いちご 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

明治オ・レ　フルーツ 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

明治オ・レ　バナナ 200ml 紙ﾊﾟｯｸ

MOTHER'S Café　コーヒー 250ｍｌ 紙ﾊﾟｯｸ

MOTHER'S Café　カフェ・オ・レ 250ｍｌ 紙ﾊﾟｯｸ

MOTHER'S Café　カフェ・オ・レ キャラメリゼ 250ｍｌ 紙ﾊﾟｯｸ

MOTHER'S Café　抹茶オレ 250ｍｌ 紙ﾊﾟｯｸ

MOTHER'S Café　ミルクココア 250ｍｌ 紙ﾊﾟｯｸ

おいしいミルクバニラ 250ｍｌ 紙ﾊﾟｯｸ

カルピスウォーター 500ml PET

カルピスソーダ　　　　 500ml PET

ぐんぐんグルト3種の乳酸菌 500ml PET

※カルピスソーダ メロンクリームソーダ　　　2/21 発売 500ml PET

カルピスソーダ 　　　リニューアル 500ml PET

¥120

明治フレッシュ

ネットワーク

¥120

カルピス

容量 容器

乳性飲料

¥110 容量 容器

容量 容器

¥150 容量 容器

アサヒ

炭酸飲料

¥110 容量 容器

¥130 容量 容器

アサヒ

¥160 容量 容器

明治フレッシュ

ネットワーク

¥120 容量 容器

¥60 容量 容器

神戸ビバレッジ

¥110 容量 容器

コーヒー

らくのう
マザーズ

サントリー

¥180 〈新価格〉 容量 容器
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花粉対策に！日々の生活で摂り入れたいドリンク

2023. March

カップで飲む
淹れたてのような
おいしさ

先日、仕事帰りに発見した

おもしろ自販機🍊

その場で生絞りした

オレンジジュースを

堪能できます。

なんと1杯ワンコイン。

（わりと高級品でした）

▶今月の健康お助けアイテム

¥120GREEN DA・KA・RA やさしいルイボス

レッドルイボスとグリーンルイボスを
ブレンドした、香り豊かで
すっきりゴクゴク飲めるルイボスティー◎

緑茶に含まれる「カテキン」はアレルギー情報伝達物質の生成を抑制したり
アレルギーを引き起こす原因とされるヒスタミンの放出抑制が
期待できると考えられています。

一般的にルイボスティーに含まれるSOD（スーパーオキシド・ジスムターゼ）
というポリフェノールは抗酸化作用やアレルギー緩和に役立つと言われています。

なんだかイメージ的に花粉対策には悪そうなコーヒーですが(^-^)
コーヒーに含まれる、「カフェイン」はヒスタミンを抑える
「クロロゲン酸」は継続的に摂ることでアレルギー症状の緩和が期待できます。

▶緑茶

▶ルイボスティー

▶コーヒー

今月のおすすめ 新商品 Pick up!

広島県と愛媛県の６種類の柑橘
（うんしゅうみかん、いよかん、はっさく、
清見、ネーブルオレンジ、河内晩柑）を
使用した野菜＆果実１００％ジュース🍊

¥120

▶野菜生活100 瀬戸内柑橘ミックス

コーヒーの味わい＆コク深煎り豆の
香り高い風味と飲みごたえを
愉しめる老舗珈琲店監修の微糖コーヒー

¥120

▶ワンダ極 微糖

こだわりの素材で作った贅沢なカルピス
北海道産乳原料と焦がし砂糖が入った
自分へのご褒美&リラックスタイムに是非◎

¥120

▶カルピス THE RICH

!!

5種の果実をブレンド
1日分のマルチビタミンを
ピーチMIX風味でおいしく補給◎

¥120

▶クラフトボス ビタミンティー

!!

NEW

▶お客様ご紹介キャンペーンリニューアル！

《返礼品ギフトカタログ》をリニューアルしました！

✓より一層豪華になりましたのでチェック必須
是非詳細をこちらよりご確認ください☟(^-^)☟

https://officeoasis.jp/shoukaicampaign/
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オフィスにあったら嬉しい♪あなたの推し商品 アンケート

教えて !!

結 果 発 表

男性は炭酸系ドリンク、女性は乳製品ドリンクを推し傾向！

お菓子類は男女共に塩味のあるスナック商品や

チョコレート商品の回答が多数！

男
性

女
性

《 ドリンク》 《 お菓子》

コーラ ファンタグレープ

サイダー アーモンド効果

コアラのマーチ チョコまみれ

ポテトチップス 柿の種

あたりめ TOPPO

豆乳 オーツミルク

乳製品飲料 カフェオレ

しみチョコ 堅あげポテト

じゃがりこ こんにゃく畑

ガルボ パン

男女別 回答数の多い商品 Pick up!

男性

44%

女性

56%

アンケート回答

男女比

その他の回答はこちら!!

マウントレーニア ゼリー商品

黒烏龍茶 栄養ドリンク

プロテイン 飲むヨーグルト 牛乳

干し芋プッカ フリスク

おっとっと 濃厚チョコブラウニー 等々

担当の呟き

皆様の推し商品販売に
向けて只今準備中！！

～ご協力ありがとうございました～

by 担当
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