
1 \50 25 \100 49 \110

2 \50 26 \100 50 \110

3 \50 27 \100 51 \110

4 \100 28 \100 52 \110

5 \100 29 \100 53 \110

6 \100 30 \100 54 \110

7 \100 31 \100 55 \110

8 \100 32 \100 56 \110

9 \100 33 \100 57 \110

10 \100 34 \100 58 \110

11 \100 35 \110 59 \110

12 \100 36 \110 60 \110

13 \100 37 \110 61 \150

14 \100 38 \110 62 \150

15 \100 39 \110 63 \150

16 \100 40 \110 34 \150

17 \100 41 \110 65 \150

18 \100 42 \110 66 \150

19 \100 43 \110 67 \150

20 \100 44 \110 68 \150

21 \100 45 \110 69 \150

22 \100 46 \110 70 \150

23 \100 47 \110 71 \150

24 \100 48 \110 72 \150

Drink　Lineup ご要望は、次回補充⽇3⽇前（⼟⽇祝⽇を除く）までにご連絡ください。

2017 年 12 ⽉ 1 ⽇ 更新 ご要望は【 ✉【 ✉mail: minicafe@nmt-sys.com 】  または  【 Fax: 03-3438-0262 】  までご連絡ください。

メーカー 販売価格 No. 商品名 メーカー 販売価格No. 商品名 販売価格 No. 商品名

エクス神⼾ピュアウォーター 500ml ペットボトル 富永貿易 コカ･コーラ 500ｍｌ ⽇本コカ・コーラ キリン ファイア ⾹ばしブラック 276g ボトル⽸ キリンビバレッジ

クリスタルガイザー 500ml ペットボトル クリスタルガイザー ジョージア ザ・プレミアム カフェオレ １８５ｇ ⽇本コカ・コーラ キリン ファイア ⾹ばしブラック 400g ボトル⽸ キリンビバレッジ

磨かれて、澄みきった炭酸⽔ 500ml ペットボトル 伊藤園 ジョージア エメラルドマウンテン 185⽸ ⽇本コカ・コーラ UCC ブレンドコーヒー 贅沢なカフェオレ リキャップ260g UCC

イチオシ!! ファイア エクストリームブレンド 185ｇ キリンビバレッジ  ジョージア マックスコーヒー 250g ⽇本コカ・コーラ UCC ブレンドコーヒー 澄みごこち微糖 リキャップ261g UCC

富永⾷品 潤うみかんの天然⽔ 500ml ペットボトル 富永貿易 ドクターペッパー ⽇本コカ・コーラ UCC BLACK無糖 SMOOTH ＆ CLEAR リキャップ⽸375g UCC

富永⾷品 潤うもものおいしい天然⽔ ５００ｍｌ ペットボトル 富永貿易 ジョージア エメラルドマウンテンブレンド ⾄福の微糖 ⽇本コカ・コーラ パラダイスティーPET450m UCC

富永⾷品 ⾹る巨峰の天然⽔ 500ml ペットボトル 富永貿易 いろはす 塩レモン ⽇本コカ・コーラ カフェ・ド・クリエアイスティー微糖 500ml ポッカサッポロ

富永⾷品 ⾹るラ・フランスの天然⽔ 500ml ペットボトル 富永貿易 シュウェップス グレープヌーヴォー ⽇本コカ・コーラ  加賀棒ほうじ茶 525ml ポッカサッポロ

神⼾居留地 減肥茶 500ml ペットボトル 富永貿易 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー470ｍｌ ※数量限定 ⽇本コカ・コーラ キレートレモンCウォーター500ml※機能性表⽰⾷品 ポッカサッポロ

神⼾居留地 アセロラ&カムカム 500ml ペットボトル 富永貿易 ジョージア ザ・プレミアム １８５ｇ ⽇本コカ・コーラ やすらぎ気分のコーン茶 500ml ポッカサッポロ

神⼾居留地 烏⿓茶 500ml ペットボトル 富永貿易 綾鷹 525ｍｌ  ⽇本コカ・コーラ イチオシ!!  にっぽん⻨茶 ５２５ｍｌ ポッカサッポロ

神⼾居留地 緑茶 500ｍｌ ペットボトル 富永貿易 爽健美茶 525ml ⽇本コカ・コーラ 知覧にっぽん紅茶 無糖 500ml ポッカサッポロ

SURVIVOR!エナジードリンク 250ml ⽸ 富永貿易 コカ・コーラ プラス ⽇本コカ・コーラ  BEANS & ROASTERS CAFFE LATTE UCC

神⼾居留地 ジャスミン茶 500ml ペットボトル 富永貿易 イチオシ!! からだ巡茶 410ｍｌ ⽇本コカ・コーラ  TEA-TRiP TEA LATTE UCC

すっきりとはちみつレモン500mlPET サンガリア 神⼾居留地 16種の野菜と果物 500ml ペットボトル 富永貿易 BEANS&ROASTERS クレームブリュレラテ R⽸  UCC

チェリオライフガード 350ml ⽸ チェリオ ジョージアヨーロピアン⾹るブラック400ｍｌ  ⽇本コカ・コーラ 上島珈琲店 ミルク珈琲 UCC

神⼾居留地 かろやか緑茶 ※機能性表⽰⾷品 富永貿易 富永カルシウムパーラー 350ml ペットボトル 富永貿易 クラフトボス ラテ 500ｍｌ ※数量限定 サントリー

神⼾居留地 天然⽔でつくった炭酸⽔ レモン 富永貿易 クイックエイドマルチビタミン 180g ※ゼリー飲料 富永貿易 上島珈琲店⿊糖⼊りミルク珈琲 UCC

BARISTA キャラメルラテ185⽸ UCC おーいお茶 濃い茶 ５25ｍｌ 伊藤園 からだすこやか茶W 350ml ペットボトル ⽇本コカ・コーラ

BARISTA 濃厚カフェラテ185⽸ UCC 富永ビタミンパーラー  350ml ペットボトル 富永貿易 爽健美茶 健康素材の⻨茶 ※機能性表⽰⾷品 ⽇本コカ・コーラ

UCC BLACK無糖185⽸ UCC TEAS TEA NEW AUTHENTIC ⽇本の紅茶 伊藤園 ユンケルローヤルS 100mL 佐藤製薬

UCC ミルクコーヒー ⽸250g UCC TEAsʼ TEA NEW AUTHENTICピーチティー with グリーンティーカフェインゼロ 伊藤園 TEA-TRiP TEA LATTE PREMIUM リキャップ⽸260g ⽇本コカ・コーラ

リアルゴールド フレーバーミックス レモン キリンビバレッジ TEAs' TEA NEW AUTHENTIC ほうじ茶ラテ PET 500ml ※中旬⼊荷 伊藤園 イチオシ!! プレスライフ ※⾎圧が⾼めの⽅に 佐藤製薬

午後の紅茶 アップルティーソーダ キリンビバレッジ 氷⽔出し 抹茶⼊り お〜いお茶 PET 525ml 伊藤園 グルコライフ ※⾷後の⾎糖値が気になる⽅に 佐藤試薬

※ 商品（特に期間限定商品）によって、在庫がない場合がございます.その際には代替品のお願いのご連絡をさせて頂きますので、ご了承くださいますよう宜しくお願い致します。

～★50円コーヒーが期間限定で新登場★～
ファイア エクストーリーム ブレンド



1 \100 24 \100 47 \100

2 \100 25 \100 48 \100

3 \100 26 \100 49 \100

4 \100 27 \100 50 \100

5 \100 28 \100 51 \100

6 \100 29 \100 52 \100

7 \100 30 \100 53 \100

8 \100 31 \100 54 \100

9 \100 32 \100 55 \100

10 \100 33 \100 56 \100

11 \100 34 \100 57 \100

12 \100 35 \100 58 \100

13 \100 36 \100 59 \100

14 \100 37 \100 60 \100

15 \100 38 \100 No. 販売価格

16 \100 39 \100 1 \200

17 \100 40 \100 2 \200

18 \100 41 \100 3 \200

19 \100 42 \100 4 \200

20 \100 43 \100 5 \200

21 \100 44 \100 6 \200

22 \100 45 \100 7 \200

23 \100 46 \100 8 \200

※ 商品によって、在庫がない場合がございます.その際には代替品のお願いのご連絡をさせて頂きますので、ご了承くださいますよう宜しくお願い致します。

ルヴァンチーズサンド
 

東ハト

マルちゃん正麺 カップ 芳醇こく醤油

東洋⽔産
レモンパック

 
ヤマザキビスケット マルちゃん正麺 カップ ⾹味まろ味噌

東洋⽔産ヤマザキビスケット

忍者スナック ふわ丸 海⽼塩味 東ハト

カントリーマアムmini バニラ 不⼆家 アルフォートミニチョコレート ※在庫無くなり次第終了 ブルボン

マルちゃん正麺 カップ 旨みだし塩 東洋⽔産

マルちゃん正麺 カップ 濃厚とろ豚⾻ 東洋⽔産

ふんわりきなこもち 越後製菓

忍者スナック ふわ丸 旨塩味 東ハト

カップヌードルシーフードビッグ ⽇清

ポテコ・うましお味 東ハト カップ麺 メーカー

ルヴァンサンドミニ
ミルククリーム

ヤマザキビスケット パックンチョ イチゴ 森永

パックンチョ チョコ 森永

⾚いきつね でか盛りルック４ チョコレートコレクション 不⼆家 チップスター S （コンソメ） ヤマザキビスケット 東洋⽔産

アツギリ贅沢ポテト 濃厚サワークリームオ
ニオン味

ヤマザキビスケット

濃堅パック ビーノ うましお味 45g 東ハト

ルック アラモード 不⼆家 チップスター S （うすしお味） ヤマザキビスケット 緑のたぬき でか盛り 東洋⽔産

 カップヌードルビッグ ⽇清

ルヴァンサンドミニ
チョコクリーム

ヤマザキビスケット

ホームパイmini 不⼆家 イチオシ!! ユンケルローヤル顆粒 佐藤製薬

ポテトチップス うま塩 48ｇ 湖池屋

アツギリ贅沢ポテト しお味 ヤマザキビスケット

濃堅パック あみじゃが うましお味 45g ドンタコス チリタコス 湖池屋

ドンタコス 焼きトウモロコシ 湖池屋⻲⽥の柿の種 わさび ⻲⽥製菓

ハーベストチョコサンド・
和栗モンブラン

東ハト スコーン 濃厚チーズ 湖池屋

ヤマザキビスケット

スリムバック ポテトうす塩 湖池屋

きなこ餅 岩塚製菓

カロリーメイト チョコ ⼤塚製薬

ベビースターラーメン丸 チキン味ちょっと濃厚 おやつカンパニー

ポテチョ・⾹ばし焼き塩味 東ハト

ハーベストチョコサンド・ ミルクチョコ 東ハト

スリムバック ポテトのり塩

ザクとしっとりチョコ

湖池屋カロリーメイト フルーツ ⼤塚製薬

ポテトチップス のり塩 48ｇ 湖池屋カロリーメイト メープル ⼤塚製薬

８枚ハーベストチョコメリゼ・ ダブルチョコ  東ハト

更新Snack　Lineup
メーカー 販売価格

⼤⼈のおつまみ海⽼⿊胡椒 53g 岩塚

リスカ

ポテチョ・バターしょうゆ味 東ハト

チップスター S （バターしょうゆ味） ヤマザキビスケット

ベビースターラーメンおつまみ
（ピリ⾟チキン味）

おやつカンパニー

東ハト キャラメルコーン いちごミルク 東ハト

ベビースター焼きそば丸 ソース味ちょっと
濃厚

おやつカンパニー ⼤⼈のおつまみえびかり 43g 岩塚 チップスターS 瀬⼾内レモン味 50g ヤマザキビスケット

ポテトチップスクリスプ うすしお味 カルビー ⼤⼈のおつまみ塩わさび 53g

No. 商品名 メーカー 販売価格 No. 商品名

2017 年 12

メーカー 販売価格 No. 商品名

 ※ルックシリーズ、アルフォートは溶けやすい商品です。暖房近くですと溶けてしまう可能性がございますので、予めご了承くださいますよう宜しくお願い致します。

東ハト

⿊⾖割せん醤油味53g 岩塚

ポテトチップスクリスプ コンソメパンチ味 カルビー

⽉ 1 ⽇

岩塚 チップスター S （サワークリームオニオン味 ヤマザキビスケット

ベビースター 柿の種3種ミックス おやつカンパニー

東ハト キャラメルコーン

カロリーメイト チーズ ⼤塚製薬 ハーベストチョコサンド・ いちごミルク 東ハト スコーン 和⾵バーベキュー 湖池屋

チップスターS チェダーチーズ味 ヤマザキビスケット

エアリアル コーンポタージュ味

ちょっとしょっぱいものが食べたい時に（＾ｕ＾）

ふわっと消える、素早い口どけの忍者スナック


