
拝啓　初夏の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃より、多くのホテル・レストランにて幅広くご利用頂いている、プロ仕様の商品をギフトセットとしてご用意致しました。
当社、丸源飲料工業が自信と誇りを持ってお届けします。楽天市場「丸源のこだわり飲料」での通常販売価格に比べ、お求め
やすい価格でのご案内となっています。この機会に是非、夏の贈り物としてご検討、ご利用を賜りたくお願い申し上げます。

敬具

【ご注文方法】
A　オンラインネットショップご使用の場合
　　右記にアクセスして直接お申込み下さい。
　　※詳細は各ページをご覧下さい。 　　　
B　注文書をご使用の場合
　　同封の注文書に必要事項をご記入の上、 お近くの当社社員へご提出、 または FAX にてお申込み下さい。

数量限定の商品はご注文の先着順となります。品切れの際はご容赦願います。
　　お支払い方法 ：■現金　■郵便振替　■銀行振込　　※詳細は注文書をご覧下さい。

http://www.rakuten.co.jp/marugen
お支払い方法 ：

■クレジットカード　■銀行振込

（本体） （税込）

チョコレートドリンク<30本入>
　　　　　　　　　　　　　　　1箱

¥2,500 ¥2,000 ¥2,160 1箱
1箱ずつ包装し、梱包材に入れ、

宅急便伝票を貼付します。

チョコレートドリンク<30本入>
　　　　　　　　　　　　　　　3箱

¥5,500 ¥5,940 3箱

チョコレートドリンク<30本入>
　　　　　　　　　　　　　　 10箱

¥20,000 ¥16,000 ¥17,280 10箱

吾嬬町ブレンドアイスコーヒー ¥3,000 ¥3,240 吾嬬町ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｱｲｽｺｰﾋｰ

1,000ml

×6本
化粧箱に宅急便伝票を貼付します。

吾嬬町ブレンドアイスコーヒー
包装・熨斗付

¥3,200 ¥3,456 吾嬬町ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｱｲｽｺｰﾋｰ

1,000ml

×6本

内熨斗／表書き「御中元」、

名入れ対応はしておりません。

包装紙に宅急便伝票を貼付します。

バイオジェニックス グリーンスムージー
＆プレミアムジュースセット

¥3,000 ¥3,240
ﾊｰﾀﾞｰｽ ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾆｯｸｽ

ｸﾞﾘｰﾝｽﾑｰｼﾞｰ

青森りんごジュース

ゴールデンパイ ンアップルジュース

1,000ml

×2本

×1本

×1本

化粧箱に宅急便伝票を貼付します。

バイオジェニックス グリーンスムージー
＆プレミアムジュースセット
包装・熨斗付

¥3,200 ¥3,456
ﾊｰﾀﾞｰｽ ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾆｯｸｽ

ｸﾞﾘｰﾝｽﾑｰｼﾞｰ

青森りんごジュース

ゴールデンパイ ンアップルジュース

1,000ml

×2本

×1本

×1本

内熨斗／表書き「御中元」、

名入れ対応はしておりません。

包装紙に宅急便伝票を貼付します。

プレミアムセレクション
(プレミアムジュース・ドリンクセット)

¥3,500 ¥3,000 ¥3,240 化粧箱に宅急便伝票を貼付します。

プレミアムセレクション
(プレミアムジュース・ドリンクセット)
包装・熨斗付

¥3,700 ¥3,200 ¥3,456
内熨斗／表書き「御中元」、

名入れ対応はしておりません。

包装紙に宅急便伝票を貼付します。

プレミアムジュース
＆吾嬬町ブレンドアイスコーヒーセット

¥3,000 ¥3,240 化粧箱に宅急便伝票を貼付します。

プレミアムジュース
＆吾嬬町ブレンドアイスコーヒーセット
包装・熨斗付

¥3,200 ¥3,456
内熨斗／表書き「御中元」、

名入れ対応はしておりません。

包装紙に宅急便伝票を貼付します。

フロリダ産果汁100％
ナタリーズ・フローズンジュースセット ¥4,000 ¥3,000 ¥3,240 ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ

ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｼﾞｭｰｽ

1,000ml

×2本

×2本

箱に宅急便伝票を貼付します。
冷凍保存

（-18℃以下）

トーキョーサイダー
オリジナル&北斎セット

¥3,000 ¥3,240 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

北斎ﾗﾍﾞﾙ10種類

340ml

×2本

×各1本

箱に宅急便伝票を貼付します。
直射日光を避

けて常温保存

当社楽天店舗

通常価格

（本体）

特別価格　★送料込
商品内容 お届け荷姿商品名

保存
方法

1杯ずつに個包装した

スティックパック30g

　　　　　　　　×30本

直射日光を避

けて常温保存

1箱ずつ包装し、3・10箱を梱包箱に入

れ、宅急便伝票を貼付します。

（同一のお届け先へ配送します。）

青森りんごｼﾞｭｰｽ

ﾌﾛﾘﾀﾞｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ

ﾌﾛﾘﾀﾞｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｼﾞｭｰｽ

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ

ｱﾙﾌｫﾝｿ・ﾏﾝｺﾞｰﾄﾞﾘﾝｸ

ｶﾗﾊﾞｵ・ﾏﾝｺﾞｰﾄﾞﾘﾝｸ

1,000ml

6種類

各1本

青森りんごｼﾞｭｰｽ

ｱﾙﾌｫﾝｿ・ﾏﾝｺﾞｰﾄﾞﾘﾝｸ

吾嬬町ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｱｲｽｺｰﾋｰ

1,000ml

×2本

×2本

×2本

＜ご案内＞

2018 夏2018 夏丸源こだわりギフトセット
拝啓　初夏の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃より、多くのホテル・レストランにて幅広くご利用頂いている、プロ仕様の商品をギフトセットとしてご用意致しました。
当社、丸源飲料工業が自信と誇りを持ってお届けします。楽天市場「丸源のこだわり飲料」での通常販売価格に比べ、お求め
やすい価格でのご案内となっています。この機会に是非、夏の贈り物としてご検討、ご利用を賜りたくお願い申し上げます。

【ご注文期間】
　第 1 次　〆切 : 平成 30 年  6月 2 8 日 ( 木 )　商品ご発送日 ： 7月 5 日 ( 木 )
　第 2 次　〆切 : 平成 30 年  7月 1 2 日 ( 木 )　商品ご発送日 ： 7月 19 日 ( 木 )
　第 3 次　〆切 : 平成 30 年  7月 2 6 日 ( 木 )　商品ご発送日 ： 8月  2 日 ( 木 )

【ご注文方法】
A　オンラインネットショップご使用の場合
　　右記にアクセスして直接お申込み下さい。
　　※詳細は各ページをご覧下さい。 　　　
B　注文書をご使用の場合
　　同封の注文書に必要事項をご記入の上、 お近くの当社社員へご提出、 または FAX にてお申込み下さい。

数量限定の商品はご注文の先着順となります。品切れの際はご容赦願います。
　　お支払い方法 ：■現金　■郵便振替　■銀行振込　　※詳細は注文書をご覧下さい。

当社ホームページ内ネットショップ
http://www.marugen.com
お支払い方法 ：
■クレジットカード　
■郵便振替　■銀行振込

楽天市場 「丸源のこだわり飲料」
http://www.rakuten.co.jp/marugen
お支払い方法 ：

■クレジットカード　■銀行振込

まとめ買いでさらにお得 !!

まとめ買いでさらにお得 !!

【商品のご紹介】

平成 30年 5月吉日

〒131-8527　  東京都墨田区立花 4 - 7 - 8　
営業推進部　　E-mail kikaku@marugen.com
TEL03-3617-0123( 直通 ) FAX03-5631-3150
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※1　T-10 は墨田区内事業者の方、 墨田区にお住まいの方のみ （依頼主の住所は墨田区内に限定） への販売とさせて頂きます。

　

商品
No.

※1

敬具

13%off

14%off

20%off

20%off

墨田区内

限定販売!

数量
限定
200
セット

数量
限定
400
セット

数量限定160セット

25%off

商品画像

夏季限定商品

夏季限定商品

夏季限定商品

夏季限定商品



フロリダ産果汁を使用。豊かな甘みとコク、
爽やかな酸味が特徴です。
パルプリッチなテクスチャーが手絞り感を
楽しめるジュースです。

コスタリカ産ゴールデン
パインアップルの果肉
だけを贅沢に搾った
果汁を使用。
すっきりとした風味が
楽しめます。

インド産アルフォンソ
マンゴーピューレを使用。
甘み、酸味、香りの
バランスが絶品です。

フィリピン産カラバオ
マンゴーピューレを使用。
豊かな甘味と適度な
酸味で爽やかな味わいが
特徴です。

フロリダ
オレンジ
ジュース

フロリダ
オレンジ
ジュース

フロリダ
グレープフルーツ
ジュース

フロリダ
グレープフルーツ
ジュース

ゴールデン
パインアップル
ジュース

ゴールデン
パインアップル
ジュース

アルフォンソ
マンゴー
ドリンク 

カラバオ
マンゴー
ドリンク 青森県産りんごの

混濁果汁を使用。
りんご本来の甘みと、
口の中にふわっと
広がる豊かな香りを
楽しめます。

青森りんご
ジュース

R プレミアムセレクション（プレミアムジュース・ドリンクセット） No. J-1 J-2商品

包装・熨斗あり包装・熨斗なし
No. J-1 本体 \3,000商品 No. J-2商品 本体 \3,200

包装内側(内熨斗) 包装外観

青森りんごジュース
フロリダオレンジジュース
フロリダグレープフルーツジュース
ゴールデンパインアップルジュース
アルフォンソ ・ マンゴードリンク
カラバオ ・ マンゴードリンク

…1 本
…1 本
…1 本
…1 本
…1 本
…1 本

計　1,000ml×6 本入

当社楽天店舗通常価格
　　　　　　　　包装 ・ 熨斗なし　本体 3,500 円
　　　　　　　　包装 ・ 熨斗あり　本体 3,700 円

商品案内へ

フロリダ産  果汁 100％  ナタリーズ・フローズンジュースセット No. J-7商品

これぞジュースの王様！完熟果実のおいしさそのままに！Super Premium Juice!!Super Premium Juice!!

※本商品は解凍してお召し上がり頂くジュースです。
【保存方法】 冷凍保存 （-18℃以下）
【お取扱い上のお願い】 1） 解凍は、必ず冷蔵庫で行って下さい。

2） 解凍後は、冷蔵庫に保管し 3 日以内に必ずお飲み下さい。

商品案内へ
ナタリーズ ・ フローズンジュース
　オレンジジュース
　ピンクグレープフルーツジュース

…2 本
…2 本

計　1,000ml×4 本入

柑橘王国アメリカ・フロリダ州の太陽光を浴びて育った
完熟果実の美味しさを、厳正な品質管理のもとで搾汁し、
その場でパック、凍結しました。
本物のジュースの美味しさをお楽しみ下さい。

No. J-7商品 本体 \3,000

１６０セット数量限定販売

Premium Selectionプレミアムセレクションプレミアムセレクション

～この夏、世界の≪旬≫をご家庭にお届けします～～この夏、世界の≪旬≫をご家庭にお届けします～

御中元



バイオジェニックス グリーンスムージー＆プレミアムジュースセット No. B-3 B-4商品

ハーダース バイオジェニックス グリーンスムージーと、
青森りんごジュース、
ゴールデンパインアップルジュース
を組み合わせたセットです。
ご家族の皆様でお楽しみ頂けます。

＜食卓にグリーンスムージーをプラス１杯の新習慣＞

ハーダース バイオジェニックス
グリーンスムージー
青森りんごジュース
ゴールデンパウインアップルジュース

…2 本
…1 本
…1 本

計 1,000ml×4 本入
包装・熨斗あり

包装・熨斗なし

No. B-4商品 本体 \3,200

No. B-3商品 本体 \3,000

醗酵野菜のチカラ、いつも大切な人のそばに醗酵野菜のチカラ、いつも大切な人のそばに

ハーダース バイオジェニックス グリーンスムージー

国産のほうれん草・にんじん・ かぼちゃを植物性乳酸菌で発酵させた
菜野酵発【 ピューレ】 と

キウイフルーツ・りんご・グレープフルーツ果汁を使用

Green Smoothie
TM

新感覚グリーンスムージー
発酵により野菜の苦み、青臭さを
減らし、旨みを引き出しました。
野菜が苦手な方でも飲みやすい

グリーンスムージーです。

豊富な乳酸菌
100ml あたり
10 億個以上の

植物性乳酸菌　　　
が含まれます。

バイオジェニックスの力新感覚グリーンスムージー 豊富な乳酸菌 バイオジェニックスの力
腸内フローラを介さず
身体に直接働きかける

“バイオジェニックス”（乳酸菌生産物質）
を手軽に摂取できます。

（殺菌）

発酵により野菜の苦み、青臭さを
減らし、旨みを引き出しました。
野菜が苦手な方でも飲みやすい

グリーンスムージーです。

100ml あたり
10 億個以上の

植物性乳酸菌　　
が含まれます。

腸内フローラを介さず
身体に直接働きかける

バイオジェニックス”（乳酸菌生産物質）
を手軽に摂取できます。

（殺菌）

新しいタイプの

グリーンスムージー

包装内側(内熨斗) 包装外観

当社楽天店舗 通常価格　1 箱　本体 \2,500 円

チョコレートドリンク〈３０本入〉 No. C-1 C-2 C-3商品

1 箱…
 3 箱…
10 箱…

商品案内へ

贈り物に喜ばれる
高級感あるデザイン

ハーダースチョコレートドリンク 〈30 本入〉

（1 杯分に個包装されたスティックパック

×30 本入） C-1 \2,000本体価格

C-2 \5,500本体価格

C-3 \16,000本体価格

夏だから「塩チョコレートドリンク」！！
暑さの中、大量の発汗で失われたミネラルの補給には

「塩チョコレートドリンク」がオススメです。

チョコレートドリンクベースに塩を少々 加えて溶かすだけ。

氷を浮かせて塩アイスチョコレートドリンクの出来上がり。

牛乳を加えれば、夏バテ防止のパワフルドリンクにもなっちゃいます。

冷房で体を冷やしがちなオフィスなら夏でもホットでじんわりあったか。

冬だけじゃないチョコレートドリンク。

とても、やさしく美味しい飲み物なのです。

スタッフの
つぶやき

溶かしたチョコを
凍らせて、

牛乳と合せても
GOOD!

夏の運動は
塩分と水分補給を

忘れずに！



有効期限
2018.8.31

・東京ソラマチ7階AZUMACHO CAFEにてご利用になれます。
・本券1枚につき、1会計に限り2杯までご利用いただけます。
・他のサービスとの併用はできません。 ・コピー不可。
・複数枚のご利用はできません。

トーキョーサイダーのコンセプトショップのご案内

OFF
10％

丸源こだわりギフト
ご愛顧感謝クーポン

営業時間：11：00 ～ 21：00　
TEL：03-6847-1947
場所：東京都墨田区押上 1-1-2
　　　東京スカイツリータウン・
　　　　　　　　ソラマチ 7階

食べるフルーツサイダー トーキョーサイダー＋
（プラス）

～たっぷりの果実を～ ～たのしい味のバリエーション～

スカイフロート

食べるフルーツサイダー

トーキョーサイダー＋
（プラス）

スカイフロート
～トーキョーソフトを

乗せることもできます！～

果実をたっぷり楽しめる“食べるフルーツサイダー” や、地元墨田区の企業とコラボレーションした
こだわりのフードやドリンクをラインナップ。進化した下町サイダーをお楽しみください。

当商品は墨田区内事業者の方、墨田区内にお
住まいの方のみ（ご依頼主の住所は墨田区内
に限定）への販売とさせていただきます。

墨田区内限定販売
作品の解説しおりつき

トーキョーサイダー
　オリジナルバージョン
　北斎ラベル

…2 本
…10 種類 × 各 1 本
計　340ml×12 本入

No. T-10商品 本体 \3,000

ラベルに葛飾北斎の作品を配したトーキョーサイダー北斎ラベル
シリーズ。冨嶽三十六景より、人気の高い作品、隅田川や墨田区
近郊から富士山を望む作品を中心に集め、計１０種類のラベルを
お楽しみいただけるセットです。

キ
リ
ト
リ
線

トーキョーソフトは
乳原料不使用！

No.T-10商品トーキョーサイダー　オリジナル&北斎セット　【墨田区内限定販売】

Rプレミアムジュース・ドリンク＆吾嬬町ブレンドアイスコーヒーセット No. J-10 J-11商品

400
セット
限定

青森りんごジュース
アルフォンソ ・ マンゴードリンク
吾嬬町ブレンドアイスコーヒー・ブラック

…2 本
…2 本
…2 本

計　1,000ml×6 本入

吾嬬町ブレンドアイスコーヒー ・ ブラック
　　　　　　　　　　　　　　 …1,000ml×6 本

吾嬬町ブレンド アイスコーヒー No.A-3 A-4商品

200
セット
限定 包装・熨斗あり包装・熨斗なし 包装・熨斗あり包装・熨斗なし No. J-10商品 No. J-11商品

No. A-3商品 No. A-4商品

包装・熨斗あり包装・熨斗なし
No. J-10 本体 \3,000商品 No. J-11商品 本体 \3,200

包装・熨斗あり包装・熨斗なし
No. A-3 本体 \3,000商品 No. A-4商品 本体 \3,200

「青森りんごジュース」、「アルフォンソ・マンゴードリンク」、
「吾嬬町ブレンドアイスコーヒー」を組み合わせた、
ご家族向けにぴったりな、よくばりセットです。

「青森りんごジュース」、「アルフォンソ・マンゴードリンク」、
「吾嬬町ブレンドアイスコーヒー」を組み合わせた、
ご家族向けにぴったりな、よくばりセットです。

当社直営店 AZUMACHO CAFE（トーキョーサイダー倶楽部）
オリジナルのスペシャルティコーヒーです。
東京墨田区の人気 自家焙煎珈琲店「Cafe Sucre」様との
＜すみだコラボ＞商品。
特製のブレンドをネルドリップ方式で丁寧に淹れて、
美味しいアイスコーヒーに仕上げました。
よく冷やしてお召し上がり下さい。
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東京ソラマチ

包装内側(内熨斗) 包装外観包装内側(内熨斗) 包装外観

御中元

美味しくなって今年の夏も帰って来ました！

夏季限定商品

夏季限定商品

夏の涼

関連商品
下町の粋


