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What is Mocktail?
モクテルって何？

“Mocktail( モクテル )” とは、 「似せた ・真似た」

という意味の 「mock」 と 「cocktail( カクテル )」

を組み合わせた造語で、 ノンアルコールカクテルの

ことです。 海外では定番になりつつありますが、 日

本ではまだあまり聞きなれないかもしれません。

華やかでおしゃれな見た目はまさにカクテルのよう !

Recipe of Mocktail
モクテル

適度な濃度で他の食材や氷
とブレンドしやすく、 砂糖の添
加なしで美味しいドリンクを作
ることができます。

適度な濃度と甘み

約１Ｌ（946ｍｌ） の紙パック入。
使い切りやすく、 冷蔵庫のス
ペースもとりません。 廃棄も簡
単で、 紙資源としてリサイク
ルも可能です。

使いやすいパッケージ

色や味にバラつきのあるフルー
ツの状態に合わせ、 砂糖や天
然由来の香料等を調整してい
るのでバラつきのない安定した
味のメニューを提供できます。

安定した品質

フルーツ本来の味や風味を
生かしたシンプルな配合で、
ドリンクだけでなく、 様々な
用途にご利用いただけます。

シンプルな配合

アイランド ・ オアシスのドリンク
ベースは冷凍品。 使用したい
タイミングまで長期保存が可
能です。 需要の増減にも無駄
なく対応できます。

ロスの少ない冷凍

世界で選ばれている理由
ドリンクベースが
アイランドオアシスの

冷凍・946ml/本・12本全アイテム共通規格 :

ピーチ1338T41

Peach

マルガリータ1338TA1

Margarita

バナナ1338TD1

Banana

ストロベリー1338TG1

Strawberry

ピニャコラーダ1338TD2

Piña Colada

再冷凍はできません。 解凍後は冷蔵保存し、 未開封の場合は
60 日、 開封後は 14 日以内にご使用ください。

今回はこちらを
使ってモクテルを

作りました！

ドリンクベース
流行のドリンクが手軽にできる
フルーツベース

アメリカ製 BEVERAGE MIX from USA

※在庫状況によりパッケージデザインが異なる場合があります。

いつものジュースを少しアレ

ンジするだけで更に気分も

楽しくなりますね。 モクテル

は、 ハンドルキーパーやお酒

が苦手な方、 お子様でも飲

めるスペシャルドリンクとして

今とても注目を集めていま

す。



Delight Drinks

ジンジャーの辛さとマルガリータの爽やかなマリアージュを楽しめるモヒートで
す。 大人好みのシンプルさで、 爽快感が強めの味わいです。

ドリンクベース　マルガリータ 50ml
ライム　1/8 個
ジンジャエール　１５０ｍｌ
タイム　お好みで

ミントのすがすがしい香りとライムの
爽やかさが清涼感あふれる 1 杯で
す。 フレッシュミントはたくさん使った
方がおいしく仕上がります。

ドリンクベース　マルガリータ 50ml
ミント　10 枚
ライム　1/8 個
炭酸水　適量

材料 （1 人分） ：

ミントとライムの爽やかさに
キウイフルーツの甘さが合
わせた贅沢なモヒートです。
ジューシーなモヒートをお楽
しみください。

ドリンクベース　マルガリータ 50ml
ミント　4 枚
キウイフルーツ　1/2
ライム　1/8 個
炭酸水　150ml

Margarita マルガリータ

Margarita

マルガリータ1338TA1

使ったのはこちら！

ライム、 レモン、 オレンジを

ブレンドしました。 テキーラ

と合わせれば「マルガリータ」

カクテルになります。

冷凍・946ml/本・12本

再冷凍はできません。 解凍後は冷蔵保存し、

未開封の場合は 60 日、 開封後は 14 日以

内にご使用ください。

冷えたグラスにミントを適量入れ、 マドラーなどで軽くつぶす。
ライムを絞り、 皮ごとグラスに入れる。 氷を入れ、 ドリンクベー
ス マルガリータを注ぎます。 炭酸水をお好みの量注ぎ、 マドラー
で軽くかき混ぜてください。

18
作れます

杯
分

約

1 本当たり

ドリンクベース マルガリータを入れた冷え
たグラスに氷を入れます。 ジンジャエール
を注ぎ、 カットしたライムを入れる。 お好
みでタイムを 1 枝入れて下さい。

18
作れます

杯
分

約

1 本当たり

冷えたグラスにミントを適量入れ、 マドラーなどで軽くつぶす。 氷と
輪切りにカットしたキウイ、 ライムを絞り入れ、 ドリンクベース マルガリー
タを注ぎます。 炭酸水をお好みの量注ぎ、 マドラーで軽くかき混ぜ
てください。

18
作れます

杯
分

約

1 本当たり

バージンモヒート1.

バージンキウイモヒート2.
バージンモスコミュール風3.

材料 （1 人分） ： 材料 （1 人分） ：

※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです



Deligh　t Drinks
ピーチ1338T41

Peach
酸味と甘みのバランスのとれ

たピーチ。 ピーチらしい濃厚

でまろやかな味わいとフレッ

シュ感が人気です。

Peach ピーチ

使ったのはこちら！

冷凍・946ml/本・12本

再冷凍はできません。 解凍後は冷蔵

保存し、 未開封の場合は 60 日、 開

封後は 14 日以内にご使用ください。

ピーチの甘さと爽やかな炭酸が飲み
やすい1杯です。見た目も可愛らしく、
女性人気が出そうなモクテルです。

ドリンクベース　ピーチ 40ml
レモンジュース 10ｍｌ
炭酸水 100ml
ミント　1 枝

ピーチベースを入れた冷えたグラスにレモンジュースと氷を
入れる。 炭酸水をお好みの量注ぎ、 マドラーで軽く混ぜる。
ミントを飾って出来上がり。

23
作れます

杯
分

約

1 本当たり

フレッシュな桃の甘みとミント
の爽やかな香りを想像するだ
けで喉が鳴りそうなモクテル
です。 昼下がりの少し暑い日
にオススメです。

ドリンクベース　ピーチ 40ml
ドリンクベース マルガリータ 20ｍｌ
炭酸水　100ml
ライム　1/2 個
ミント　4 枚
カットしたピーチ　１/４個

ピーチベースとマルガリータベースを入れた冷えたグラスにミント、
カットしたピーチ、 氷を入れる。 炭酸水をお好みの量注いでライ
ムを絞り、 マドラーで混ぜれば出来上がり。

ドリンクベースとオレンジジュースだけで完成する手軽で甘酸っぱいモクテル
です。 おしゃれなノンアルコールカクテルが簡単にできます !

ドリンクベース　ピーチ 40ml
オレンジジュース 150ml
カットしたピーチ お好み

ピーチベースとオレンジジュース、 氷を
冷えたグラスに入れ、 マドラーで軽く混
ぜます。 カットしたピーチをお好みで載
せて出来上がり。

23
作れます

杯
分

約

1 本当たり

ファジーネーブル風3.

材料 （1 人分） ：

材料 （1 人分） ：
材料 （1 人分） ：

ピーチフィズ風モクテル1.

※写真はイメージです

※写真はイメージです

ピーチモヒート2.

23
作れます

杯
分

約

1 本当たり

※写真はイメージです



Delight Drinks

スッキリした甘さが際立つ
モクテルです。 レイヤード
の層がきれいで写真映え
もばっちり !

ドリンクベース　バナナ 40ml
ドリンクベース ストロベリー　15ml
マンゴージュース 90ml
炭酸水　55ml
ライム　1/4 個
オレンジ　1/4 個
氷　適量

バナナの濃厚な甘さの中にオレンジ
の爽やかさが絶妙にマッチします。
さっぱりしていてフルーティーな 1 杯
です。

ドリンクベース　バナナ 90ml
オレンジジュース 180ml
オレンジ　1/4 個
カットしたバナナ　適量
氷　適量

バナナがほんのり甘く、
どこか懐かしい、 優し
い味のモクテルです。
ホットミルクでもおすす
めの 1 杯です。

ドリンクベース　バナナ 30ml
牛乳 （または豆乳）　90ｍｌ
カットしたバナナ　お好み

バナナベースを入れた冷えたグラスにオレンジジュースと氷を
入れて混ぜます。 オレンジをカットして添えます。

10
作れます

杯
分

約

1 本当たり

バナナベース、 マンゴージュースを入れる。 ストロ
ベリーベースと炭酸水を別容器で混ぜて、 コップ
にゆっくり注ぐ。 氷を入れ、 ミント、 ライムで飾り
付けをして完成。

23
作れます

杯
分

約

1 本当たり

冷たい牛乳にドリンクベース バナナを注いでシェイカーで混ぜ合わ
せます。 冷えたグラスに注いで、 お好みでカットしたバナナを添え
れば出来上がり。

31
作れます

杯
分

約

1 本当たり

バナナオレンジ1.

バナナミルク2.
レイヤードモクテル3.

バナナBanana

材料 （1 人分） ：

材料 （1 人分） ：

材料 （1 人分） ：

使ったのはこちら！

冷凍・946ml/本・12本

再冷凍はできません。 解凍後は冷蔵保存し、

未開封の場合は 60 日、 開封後は 14 日以

内にご使用ください。

バナナ1338TD1

Banana
濃厚な甘みのバナナ。 甘みが強

いので苦味や青臭さのある野菜

とブレンドすれば飲みやすくなり

ます。

※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです



Delight Drinks

ヒンヤリ甘い、 暑い日に飲みたくなるモクテルです。 シャリシャリした口当たり
が楽しい、 デザートモクテルです。

ドリンクベース　ピニャコラーダ　100ml
氷 ( 大きめ )　4 個
冷凍パイン　2 個
冷凍マンゴー　2 個
飾り用のカットパイン　1/4 個

ココナッツの濃厚な甘みと、 パイ
ンの酸味がマッチし、 ミックス
ジュースのような味わいです。 女
性や子供にも好まれそうな甘い
モクテルです。

ドリンクベース　ピニャコラーダ 30ml
牛乳　20ml
パインジュース　６０ml
ミント　１枚
パイナップル　1/4 カット

どこか懐かしい甘さのモクテ
ルです。 底にベースがたまっ
ているので、 よく混ぜてお召
し上がりください。

ドリンクベース　ピニャコラーダ　50ml
ドリンクベース ストロベリー　50ml
牛乳　170ml
カットしたいちご　2 個分
氷　適量

使ったのはこちら！

冷凍・946ml/本・12本

再冷凍はできません。 解凍後は冷蔵保存し、

未開封の場合は 60 日、 開封後は 14 日以

内にご使用ください。

ピニャコラーダベースと牛乳、 パインジュースをシェイカーに注
いで少し泡立つように混ぜる。 冷たいグラスに注ぎ、 ミントとパ
イナップルをグラスに飾れば完成。

34
作れます

杯
分

約

1 本当たり

牛乳は前日から冷凍用の密閉保存袋に入れ
て凍らせておく。 材料すべてをミキサーにかけ
て回す。 冷えたグラスに注いで出来上がり。

31
作れます

杯
分

約

1 本当たり

ストロベリーベース、 ピニャコラーダベースをコップに入れる。
ベースが混ざらないよう牛乳をゆっくり入れた後、 カットした
いちご、 氷を入れる。 ミントを飾って出来上がり。

18
作れます

杯
分

約

1 本当たり

バージンピニャコラーダ1.

ストロベリーピニャコラーダ2.
フローズンピニャコラーダ3.

Pina Colada ピニャコラーダ

ピニャコラーダ1338TD2

Piña Colada
ココナッツミルクと酸味のきいたパ

イナップル。 ラム酒と合わせれば

「ピニャコラーダ」 カクテルになり

ます。

材料 （1 人分） ：

材料 （1 人分） ： 材料 （1 人分） ：

※写真はイメージです

※写真はイメージです
※写真はイメージです



Delight Drinks
使ったのはこちら！

冷凍・946ml/本・12本

再冷凍はできません。 解凍後は冷蔵

保存し、 未開封の場合は 60 日、 開

封後は 14 日以内にご使用ください。

やさしい味わいと鮮やかな色

合いのストロベリー。 あえて

種を残し、 いちごのフルーツ

感を残しました。

ストロベリー1338TG1

Strawberry

イチゴの甘い香りの中に、 ライムや
オレンジの爽やかさがあって華やか
な 1 杯になっています。

ドリンクベース　ストロベリー　40ml
ドリンクベース マルガリータ　20ml
炭酸水　80ml
カットしたイチゴ　1/2 個

ストロベリーベースとマルガリータベースを冷えたグラスに入れ、
炭酸水をゆっくり注ぐ。 軽くかき混ぜたら、 カットしたイチゴを添
えて完成。

27
作れます

杯
分

約

1 本当たり

ストロベリーマルガリータ1.

懐かしのいちごミルクを
お手軽に味わえます。
タピオカトッピングもおす
すめです。

ドリンクベース　ストロベリー　60ml
牛乳　120ml
　　　　　( お好みで豆乳、 アーモンドミルクでも可 )
カットしたイチゴ　お好みの量
氷　お好みで

ストロベリーベースと冷やした牛乳合わせてよくシェイクする。 冷えたコッ
プに注ぎ入れ、 カットしたイチゴと、 氷をお好みで追加すれば完成で
す。

15
作れます

杯
分

約

1 本当たり

ストロベリーミルク2.

ピリッとしたジンジャーエールの辛味とイチゴの甘さが溶け合う、 美味しい 1 杯
です。 華やかな色味とフルーティーな味わいで後味すっきりに仕上がります。

ドリンクベース　ストロベリー　50ml
ジンジャーエール　100ml
ライム　1/2 個
イチゴ　1 個
ミント　お好みの量

コップにストロベリーベースとジンジャーエールを
注ぎ、 ライムを絞ったら軽く混ぜる。 氷、 カット
したイチゴ、ミントをお好みの量入れて完成です。

18
作れます

杯
分

約

1 本当たり

ピンクモスコミュール3.

Strawberry ストロベリー

材料 （1 人分） ：

材料 （1 人分） ： 材料 （1 人分） ：

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです


