
1台で3役、お酒も楽しみたい方のための複合自販機

地域住民・地域産業・利用者さんのために。

低コストを実現する、お酒の複合型自販機をご提案します。

アイナスお酒自販機のご提案



1. アイナスの提案内容

お酒・ジュース・おつまみの同時販売が可能に！

（株）アイナスは「自販機の専門家」として30年以上、

ジュース・お酒・タバコ・お菓子、アイスなど、

いろんな自販機に関わってきた企業です。

低コストで導入できる「IT制御装置」や「センサー」などを活用し

1台の自販機でお酒とジュース、

COLD・HOT・常温商品（おつまみなど）の同時販売が可能に！

閉店後の酒屋さんの店頭や、ホテル内の自販機コーナーのほか、

道の駅やサービスエリアの「地酒とおつまみ」など

お酒自販機の可能性を広げるご提案をいたします。

→ IT技術の導入で、お酒自販機の幅が広がる！



運転免許証対応の年齢識別装置で、未成年への販売防止

→さらにアイナス独自の制御機能を追加！

2. 導入システムについて①

未成年への飲酒販売予防対策として、財

務省が認定している、運転免許証対応の

年齢識別装置を採用しています。

成人の93%が保持していると言われる

「運転免許証」を挿入すると、お酒が購

入できます。



上中下・切替スイッチで、段ごとに年齢識別装置の制御が可能！

→さらに、販売する飲料の温度も変えられる！

2. 導入システムについて②

上段・中段・下段ごとに、年齢識別装置を制御

↓

1つの自販機で「飲料」と「未成年NGのお酒」を

同時に販売することが可能に！

左の自販機の場合、
上・中のスイッチを押すことで
上段と中段のお酒のみに
年齢識別装置の制御が働きます。



庫内コラムごとの温度調整機能

→いま再び注目される自動販売機の仕組み

2. 導入システムについて③

もちろんコラムごとの温度設定ができるので、常

温・COLD・HOTの商品を並べられます。

運転免許識別装置との組み合わせで、お酒とお菓

子とジュースを1台で同時に販売でき、コスト削

減につながります。



店舗が不要 販促費が不要販売員・管理が不要

自販機自体が看板となり、夜間は

点灯されるため、お店や商品の告

知につながります。

サイネージ機能（オプション）を

導入することで、販売員を雇用し

なくても商品の説明機能を持たせ

ることも可能です。

テナント料や販売代理手数料に比

べ、コストを抑えて販売チャネル

を確保できます。

家賃・人件費・管理費・販促費を削減

→更に今の時代に嬉しい特徴

3. 自販機だからできること



お酒の販売における課題を解決いたします！

→新たな販路を拡大する、アイナス流のパッケージ提案

4. お酒の自動販売機について

閉店後も
お酒の販売をしたい

未成年NGの
制御が必要

1台でお酒以外も
販売したい

上中下の切替スイッチで、

年齢識別装置を棚を1つずつ

制御。1台でジュースとお酒

を安全に販売できるように

なりました。

アイナスの複合自販機なら、

スクールタイマー機能で、

販売時間を制御。深夜・早

朝を除く、5:00〜23:00の時

間でお酒を販売できます。

自販機内のコラムごとに、

温度設定が変更可能！

常温・COLD・HOTの商品を、

同時に販売できます。



5. 新たな販路を拡大する、アイナス流のパッケージ提案

A：地域の酒屋さん

売れ筋ジュースの自販機
に、ビールとおつまみの
段をプラス。酒屋さんの
営業終了後でも販売でき
地域住民からも好評です。

B：酒蔵さん

地元のお酒をもっと多く
の人に知って欲しいとい
う思いで、酒販免許を
持っている施設とコラボ
レーション。

D：道の駅・観光施設

普通の自販機を並べるだ
けではつまらない。ご当
地おつまみや地酒を販売
することで、地域を応援
したい！

アイナスのお酒自販機パッケージ提案例

C：ビジネスホテル

ビールとおつまみと、
ジュースを1台で販
売できるので、導入
費・維持費共に削
減！



A：地域の酒屋さん

5. 新たな販路を拡大する、アイナス流のパッケージ提案

1台3役で、自販機導入コストを削減しませんか

缶ビール・酎ハイなど
（未成年NG）

COLD×お酒

常温×日本酒

常温×お菓子 日本酒・リキュールなど
（未成年NG）

◯◯酒店
電話：0000-00-0000

お菓子やおつまみなど
（誰でも購入可）

お店の情報やおすすめ商品など

販売サイズには規定があります。オリジナル瓶での販売も可能です。



活用例A：地域の酒屋さん

近くのコンビニがなくなって、仕事帰りに

ビールを買えるところがなくなったんです

が、閉店後の酒屋さんの前に自販機を発見。

利用者さんの声

おつまみも売ってて、すご

く嬉しいです。新商品の

ビールを試したら美味しく

て、週末にこの酒屋さんで

箱買いしちゃいました。

酒屋さんの声

1台3役で、自販機導入コストを削減しませんか？

地域の方より遅くまで営業してほしいとの

声があったのですが、家族経営なので、う

ちは19時閉店。しかし、1台でいろいろ販

できると聞いて、ジュース

自販機の隣にに導入。閉店

後でもお酒が販売でき、地

元の方から喜びの声を

いただきました！



B：酒蔵さん

5. 新たな販路を拡大する、アイナス流のパッケージ提案

地元のお酒をもっと多くの人に伝えたませんか？

液晶パネルによる
地酒の説明

地酒カップ冷酒
（未成年NG）

酒蔵見学の情報など

プロモーション

冷酒（地酒）

常温（地酒）

酒蔵見学

実施中

地酒カップ常温
（未成年NG）



活用例B：酒蔵さん

地元の酒蔵さんから、日本酒の自販機を設

置させて欲しいと言われた時は、最初何の

こっちゃと驚きました。が、すごい仕組み

温浴施設さんの声

ですね。動画が埋め込んで

いるのでスタッフの説明も

不要ですし、お客様もお風

呂上がりに地酒で一杯がで

きると喜んでいます！

酒蔵さんの声

地元のお酒をもっと多くの人に伝えたませんか？

地域のお酒をもっと多くの方に知ってもら

いたい・・・と、酒販免許を持っていらっ

しゃった温浴施設さんにご相談しました。

自販機設置費用はこちら

で持ちましたが、意外と

地酒も売れまして、酒蔵

見学の申し込みも増えた

ようです。



C：ビジネスホテル

5. 新たな販路を拡大する、アイナス流のパッケージ提案

1台3役の自販機を、各階に！

缶ビール・酎ハイなど
（未成年NG）

COLD×お酒

常温×お菓子

COLD×ジュース お菓子やおつまみなど

ホテル◯◯
ご利用ありがとうございます

ペットボトルや水
缶ジュースなど

ホテルのインフォメーションなど



活用例C：ビジネスホテル

出張のたびにこのホテルを利用しています。

これまでは1階のフロント横に自販機コー

ナーがあったのですが、今回は各フロアご

宿泊者さんの声

とに設置してくださったん

ですね。同じフロアにある

と浴衣で買いにいけるので、

便利ですね。ありがとうご

ざいます。

ホテル支配人さんの声

1台3役の自販機を、各階に！

1台で、ビールとおつまみとジュースが販売

できると聞いて、導入してみました。この

自販機ですと、未成年者の飲酒予防もでき

て、お菓子などの常温品も

販売できる。3台がこの1台

になったので、自販機コー

ナーを撤廃し、各階に設置

することができました。



D：道の駅・観光施設

5. 新たな販路を拡大する、アイナス流のパッケージ提案

地酒やお土産品を自販機で販売しませんか？

液晶パネルによる
地酒とおつまみの説明

プロモーション

常温（冷）×地酒

常温×ご当地つまみ
地酒や地ビールなど

地酒◯◯

おつまみ

ご当地つまみなど

地酒とおつまみのご紹介



活用例D：道の駅・観光施設

道の駅さんの声

地酒やお土産品を自販機で販売しませんか？

どこでも売っている飲料だけではなく、

もっとご当地色を出して、地域の産業を応

援したいと思っていました。

今回は地元の酒蔵さんと、

おつまみの加工会社さんと

コラボ。自販機のデザイン

も変えて、地元企業のPRに

役立てたらと思います。

観光のついでに立ち寄った道の駅で、面白

い自販機を発見。地酒と、相性の良さそう

なご当地おつまみが一緒に売っているんで

観光客の声

すね！さっそく購入して家

に帰って飲んだら美味し

かったので、すぐにふるさ

と納税のサイトで一升瓶を

注文しました。



お酒の複合型自販機

1

台
◯
役
！

6. 自販機SHOPのポイント

未成年購入対策のされた複合型自販機で、

お酒・ジュース・おつまみ・お菓子の販売など、1台でいろいろな活用方法がご提案できます。



無料で上記ステッカー（側面2枚、正面、取出口）を無料でお付けいたします。ご希望をお申し付けください。

8. 付属品（無料）

酒ステッカー



9. オプション①（有料）

カラーラッピング

店舗の外装に合わせたり、

オリジナリティある目立つカラーに変更可能です。

▪︎その他バリエーション例

• シャンパンゴードが高級感があって、おすすめです。他にも、下記

バリエーションからお選びいただけます。

• 写真やトリックアートラッピングは別紙記載となります。

• ラッピングは3面のみとなっており、裏面は白になります。



9. オプション②（有料）

トリックアート

トリックアート 面数 デザイン施工費

A 正面＋両側面 3 要問合せ

B正面＋右側面 2 要問合せ

C 正面＋左側面 2 要問合せ

D 正面のみ 1 要問合せ

観光地などで人目をひくトリックアートの自販機。商品や企業のPRに最適です。

▪︎施工例

※デザインの内容により価格が変更になる場合がございます。※背面への施工も可能です。



• 半径1〜3m程度のお客様に訴求するため、動きのある動画を流します。企業CMも流していただけます。

• 動画の制作を依頼される場合、エントリーシートへのご記入をお願いしています。プロカメラマン＆専

任ライター＆デザイナーが動画を制作します。

9. オプション③（有料）

動画再生用 液晶モニター

項目 金額

液晶モニター導入費 要問合せ

プロカメラマン動画製作費※ 要問合せ

スライドショー動画製作費※ 要問合せ

動画再生用 液晶モニター

※自社でお持ちの動画を流す場合、製作費は不要です。
※スライドショー動画は画像をご提供いただきます。

• 商品のこだわり

• 使い方

• 製造の様子

• 製造者の思いなど



項目 金額 内容

自販機本体価格 円
年齢識別装置・上中下スイッチ・ステッ
カー費用、システム設置費用、自販機改
造費含む

自販機設置費用 円 地域や本体種別により変わります。

自販機加工費（オプション） 円 ラッピング加工費（表・両側面）

液晶モニター（オプション） 円 動画製作費も別途かかります。

合計 円

詳しくは、販売代理店にお問い合わせください。

導入費用（現在販売のみとなっており、リースは行なっておりません）

※「酒」ステッカーは無料でお付けいたします。
※全面ラッピングが必要な場合は別途お見積もりいたします。



社名 株式会社アイナス

所在地 兵庫県洲本市中川原三木田729-4

代表取締役 大内晋

事業内容

1）アイナス厨房
（業務用厨房機器の販売・修理・搬入工事全般、店舗の厨房設計、中古買取販売、トータルプロデュース等）

2）アイナス空調
（業務用厨房機器の販売、点検作業、換気・ダクト工事・清掃、太陽光発電等）

3）アイナス自販機
（各種自動販売機の販売・修理・設置・工事全般、オリジナル自販機の企画・製造、オリジナル缶詰の企画・製造、中古自販機の再生整備等）

4）GOTCAN事業
（ご当地自販機缶詰GOTCANの企画・プロデュース、自動販売機の販売・修理・設置・工事全般、販売プロモーション等）

①期待を裏切らない信頼関係づくり

相手を信用し、相手に期待された以上の結果を出します。

②技術力・提案力・商品力を最大に生かす

アイナスは地域力を活用し、お客様やお取引様、そして社員の喜びと成長を最大化することに貢献します。

我々は「地域産業のお助けマン」を目指しています。

10. 会社概要


