
産地や品種にこだわった
厳選商品詰め合わせ
「プレミアムセレクション」

こだわり抜いたハイエンドコーヒー３本セット
まるでハンドドリップで淹れたような味わい！

リキッドコーヒーとプレミアムジュース、
こだわりドリンクの詰め合わせセット

（セット内容）
・フロリダオレンジジュース
・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
・バイオジェニックスグリーンスムージー
・アルフォンソマンゴードリンク
・白桃ドリンク（国産白桃使用）

（セット内容）
・リキッドコーヒー「明珠在手」
・リキッドデカフェコーヒー「水急不流月」
・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

ご使用方法 ： 容器から注いで、 そのままお飲み頂けます。 温める場合は別の容器に移してから加熱してください。

（セット内容）
・リキッドコーヒー「明珠在手」　　　　　　２本
・リキッドデカフェコーヒー「水急不流月」　１本
※商品を化粧箱に入れ、包装してあります。

※商品を化粧箱に入れ、包装してあります。

各１本

各１本

2021夏2021夏
【ご案内】

2021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

丸源こだわりギフトセット

シュクレブレンド リキッドコーヒーギフトセット

2021 夏 ラインナップ
敬具

プレミアムセレクションプレミアムセレクション

ハーダース バイオジェニックス グリーンスムージー

Green SmoothieTM

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
【発酵野菜ピューレ】と

キウイフルーツ・りんご・レモン果汁を使用

拝啓　初夏の候、皆様におかれましては昨今の情勢の中、大変なご苦労をされていることとご推察致します。
新しいライフスタイルが定着しつつありますが、この情勢だからこそ 季節のご挨拶が大切なことと考え、本年もご案内
させて頂きます。
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。ご検討いただければ幸いです。
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。

J-3 S-1 SJ-2 J-7 C-1/2/3 T-11

￥3,500
送料込みでこの価格！

￥3,780）（税込ギフト特別価格
（包装なし）

プレミアムセレクション
（プレミアムジュース ・ ドリンク ・ バイオジェニックス グリーンスムージーセット）

￥3,500
送料込みでこの価格！

￥3,780）（税込ギフト特別価格

シュクレブレンド リキッドコーヒーセット

シュクレブレンド リキッドコーヒー＆ジュース ・ ドリンクセット

S-1№商品

SJ-2№商品

J-3№商品
カラダを気遣う

あの方に

毎日続けてお腹元気！

数量限定

300セット限定

300セット限定

News!

シュクレブレンド リキッドコーヒーは

Un Cafe Sucre株式会社と丸源飲料工業

株式会社の共同開発商品です。

共同開発プロジェクトの詳細は右の

QRコードからご覧頂けます。

※熨斗は短冊形の熨斗シール（「御中元」表示のみ）のご用意となります。名入れはしておりません。

※熨斗は短冊形の熨斗シール（「御中元」表示のみ）のご用意となります。名入れはしておりません。
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カフェイン除去でもコーヒー本来の
味を引き出した” 技あり” の１本︕

苦みの後に、まろやかな甘み
いつでもご自宅で本格コーヒーを︕

厳選したスペシャルティコーヒーのみをブレンド︕

￥3,400
送料込みでこの価格！

￥3,672）（税込ギフト特別価格
※熨斗は短冊形の熨斗シール（「御中元」表示のみ）のご用意となります。名入れはしておりません。

保存方法：直射日光を避けて常温保存

保存方法：直射日光を避けて常温保存

人気のプレミアムセレクションに
バイオジェニックス グリーン
スムージーが加わりました︕

同じ墨田区内企業とし

て出会い、 こだわりの

リキッドコーヒーを共同

開発しました。

Un Cafe Sucre株式

会社の自家焙煎技術

と丸源飲料工業株式

会社の飲料製造技術

が手を結び、 新たな

コーヒーが誕生しました。
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New!

アイスでも
ホットでも
どちらも
おいしい！

おいしくて、
カラダも喜ぶセットです

御
中
元



×

　第 1 次　〆切 : 2021年  6月 24日 ( 木 )　商品ご発送日 ：  7月  1日 ( 木 )
　第 2 次　〆切 : 2021年  7月  8日 ( 木 )　商品ご発送日 ：  7月 15日 ( 木 )
　第 3 次　〆切 : 2021年  7月 29日 ( 木 )　商品ご発送日 ：  8月  5日 ( 木 )

ご注文方法は同封のご注文書裏面をご参照ください

保存方法：直射日光を避けて常温保存

保存方法：直射日光を避けて常温保存

ギフトセット各種のご注文期間と商品発送日

トーキョーサイダー  あしたのジョーラベルセット

商品

　　￥3,000
送料込みでこの価格！

￥3,240）（税込ギフト特別価格

トーキョーサイダー
あしたのジョーラベルセット
当社楽天店舗
通常価格
￥3,500 ( 税込￥3,780) のところ・・・

14％off

T-11№

商品
商品

商品

18％off

20％off
　　￥2,200

送料込みでこの価格！

￥2,376）（税込
当社楽天店舗
通常価格
￥2,700 ( 税込￥2,916) のところ・・・ ギフト特別価格

　　￥6,000 ￥6,480）（税込ギフト特別価格

チョコレートドリンク＜30 本入＞

当社楽天店舗
通常価格
￥7,500 ( 税込￥8,100) のところ・・・

21％off当社楽天店舗
通常価格
￥23,000 ( 税込￥24,840) のところ・・・ 　　￥18,000 ￥19,440）（税込ギフト特別価格

1 箱
3箱
10 箱

まとめ買いでさらにお得！1箱あたり\2,000!!

10個セットでは驚きの価格！1箱あたり\1,800!!

C-1
C-2
C-3

№
№
№

C-1

C-2

C-3

「トーキョーサイダー」が、東
京都向島区吾嬬町（現・東京都
墨田区立花）で産声を上げたの
は、1947年（昭和22年）のこと。
未だ混乱の続く戦後間もない頃
に、焦土と化した東京の復興の
シンボルとして生まれ、地元に
愛され、その後 42 年という永
きにわたって作られ続けられ
た、まさに東京下町墨田区生ま
れのシンボル地サイダーです。
（2011 年に復刻版として再販）
懐かしい味わいのなかに、さっ
ぱりとした清涼感。
レトロだけど未来を夢見るレト
ロフューチャーなテイストが特
徴です。

「あしたのジョー」（原
作／高森朝雄、漫画／
ちばてつや）はボクシ
ングを題材とした日本
を代表する漫画作品で
あり、かつ、物語では
墨田区も舞台になって
います。
さらに、原作者の一人
であるちばてつや先生
は墨田区が幼少期を過
ごされたゆかりの地で
もあるご縁から、「あ
したのジョー」と「トー
キョーサイダー」のコ
ラボレーションが実現
しました。

試練の時代だからこそ勇気よ届け！漫画「あしたのジョー」と
「トーキョーサイダー」が今ここにすみだでコラボ！全 12 種類入りセット

©高森朝雄・ちばてつや/講談社

（商品内容）340ml×12 本

（商品内容）
1杯ずつに個包装した
スティックパック 30g×30 本
　　　　　1箱／ 3箱／ 10 箱
（お届け荷姿）
1箱ずつ包装してあります。
ご注文単位（1・3・10 箱）を梱包材に入れ、
宅急便伝票を貼付します。
（同一のお届け先へ配送します。）
熨斗は短冊形の熨斗シール（「御中元」表示のみ）の
ご用意となります。名入れはしておりません。

液状チョコレートドリンクベースを丸源飲料工業㈱が
初めて日本に紹介したのは１９７４年。
今も変わらぬ美味しさをお届けします。

保存方法：冷凍保存（-１８℃以下）

商品

12％off
　　￥3,500

冷凍送料込みでこの価格！

￥3,780）（税込

当社楽天店舗
通常価格
￥4,000 ( 税込￥4,320) のところ・・・

ギフト特別価格

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

J-7№
（容器仕様は予告なく変更することがあります。）

１．適熟収穫
２．４８時間以内搾汁
３．高温短時間殺菌 厳正にコントロールした温度と時間で殺菌し、

充填後、速やかに冷凍します。

収穫された果実は４８時間以内に搾汁されます。

フロリダにて果実が樹になっている状態から品質管理を徹底し、
適熟期の短期間に１年分の供給量を収穫します。

本物のおいしさを氷でとじ込めました

納得の
おいしさ

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

（セット内容）
・ナタリーズフローズンオレンジジュース　　　　　　　　2本
・ナタリーズフローズンピンクグレープフルーツジュース　2本

１００％
ジュース

の

最高峰！
！１００％

ジュース
の

最高峰！
！

冷凍品

この夏、クライマックス！この夏、クライマックス！

アイスでもホットでも
いつでも変わらないおいしさ
アイスでもホットでも
いつでも変わらないおいしさ
アイスでもホットでも
いつでも変わらないおいしさ

商品 J-7№

チョコレートドリンク ギフトセット
御
中
元

御
中
元


