
2020年3月吉日

日頃はホテル・レストラン向けにご利用いただいているプロ仕様の商品を、地域の方へセール限定のご奉仕
価格にてご案内します。人気の商品を多数取り揃えておりますので、ご予約をお待ちしております。

ご愛顧いただいている皆様へ

3/23
4/2 、4/4

（月）

（木） （土）(午後)16：00
～18：00

(午前)10：00
～12：00

予約注文締切

商品お渡し日時

まで

《 商品お渡し会場 》

★常温配送1箱分 送料半額対応を実施致します★
商品受け取り方法で「配達」を選んだお客様には、最初の1箱分 送料半額！
この機会に是非ご利用下さい！（※詳細は本紙内面「配達について」参照）

もっと支払いを簡単＆お得に！ もっと予約を楽に！ ご予約注文受付中!!

　＞＞対象商品は中面をご覧ください

アネックス

商品お渡し
会場

至 平井

治
明

通
り

丸
八
通
り

小村井
交差点

小村井駅

至 亀戸

至曳舟 

スーパー

墨田
立花
郵便局

中ノ郷
信用組合

《お問合せ》

丸源飲料工業㈱本社1Fガレージ   
東京都墨田区立花4-7-8

営業推進部  TEL 03-3617-0123  FAX 03-5631-3150

SALE!!SALE!!2020スプリング
www.marugen.com

インターネットでも
予約注文できます！

商品お渡し会場ではPayPayが
ご利用頂けます！

URLはこちらから↓
お買い得な商品と

注文フォームは

こちらから

お買い得な商品と

注文フォームは

こちらからhttps://blog.marugen.com/saleorder/
※会場での決済時のみとなります。予めご了承ください。 OP

EN
!!

めく
って
くだ
さい
！

ご注文締切：2020年3月23日(月）
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～もっとご利用しやすく、もっと笑顔に～

今回はご予約での販売のみとなります。
≪重要なご連絡≫ ※詳細は裏面をご覧下さい。

※



サラダに

￥200 ￥200

￥1,950
セール限定3本セット

ハーダース バイオジェニックス
グリーンスムージー
毎日続けてお腹元気！
3本まとめ買いがお買い得です♪

アボカドチャンキーパルプIQFフルーツ アメリカンチェリー

￥2001袋

（1本あたり￥650）

通販価格3本￥2,922のところ

★一部商品は数に限りがございますので、品切れの際はご容赦下さい。 　価格は税込み表示です。

（1パックあたり￥50）

アボカドの果肉感
そのままパック！

スパイシーな
アボカドソース！

33％off

冷凍品
冷凍品冷凍品

87％off77％off

リピーター

続出�リピーター

続出�

大特価 !!
大特価 !!

ガッカモーレ

200g×4パック入1箱
ディップ
ソースに

人気のアメリカンチェリーを
大特価でご提供！
この機会をお見逃しなく！

人気のアメリカンチェリーを
大特価でご提供！
この機会をお見逃しなく！

大特価 !!
大特価 !!

大特価 !!
大特価 !!

通販価格￥907のところ
通販価格￥1,632のところ

通販価格2,268円のところ

通販価格￥1,890

通販価格￥2,916

（3本入×

1,0001,000円円
1,1001,100円円

1,7001,700 円円
1,8001,800 円円

1,2001,200円円

チョコレートドリンク＜3本入り＞チョコレートドリンク＜3本入り＞

6個セット6個セット

当日価格

当日価格
予約が

お買い得
予約が

お買い得

予約が

お買い得
予約が

お買い得

まとめ買いがお得！ (1 個あたり 200円 )まとめ買いがお得！ (1 個あたり 200円 )

予約価格

予約価格

通販価格378円のところ14％off

47％off
1 個（3本入）300300円円

東京下町復興のシンボルとして墨田区に生まれたトーキョーサイダー。
戦後の混乱が続く中、人々に元気と勇気を与えるサイダーとして誕生。

新しい時代にも勇気を届けるべく、同じく激動の昭和を駆け抜けた漫画「あしたのジョー」と今ここに
すみだでコラボ！

東京下町復興のシンボルとして墨田区に生まれたトーキョーサイダー。
戦後の混乱が続く中、人々に元気と勇気を与えるサイダーとして誕生。

新しい時代にも勇気を届けるべく、同じく激動の昭和を駆け抜けた漫画「あしたのジョー」と今ここに
すみだでコラボ！

1947(昭和22)年1947(昭和22)年
「熱い

ぜ！！」「熱い
ぜ！！」

2020年 すみだは国技館でボクシング2200222000年年すすすすすすすすみみみみみみみみみみみだだだだだだだだだだだだははははは国国国国国国国国国国技技技技技技技技技技技館館館館館館館館館館館ででででででででででボボボボボボボボボクククククククククシシシシシシシシシシシンンンンンンンングググググググググググググググググググググググググググ220022200年年すすすすすすすみみみみみみみみだだだだだだだはは国国国国技技技館館館館館館ででボボボボボボボククシシシシシンングググググググググググググググググググググググググググ00000222200022002202020年 すみだは国技館でボクシング

大特価 !!
大特価 !!

（ごく稀に種がある場合があります）

）

ハーダース チョコレートドリンク
チョコレートドリンク＜20本入り＞チョコレートドリンク＜20本入り＞

チョコレートドリンク＜30本入り＞チョコレートドリンク＜30本入り＞

あしたのジョーあしたのジョー×

3,240円 (税込)3,240円 (税込)

12 種類のラベル
が揃うのは

このセットだけ！

12種類のラベル
が揃うのは

このセットだけ！

全12種類入りセット全12種類入りセット

スプリングセール会場での陳列販売の中止について

常温配送 1箱分 送料半額対応の内容

今回のセールは常温商品配送1箱(1個口)に限り送料半額
・発送口数が複数となる場合は、2箱目以降は通常の送料がかかります。
・ 送料半額対応は常温配送品に限ります。
・ 冷凍商品を常温で発送することはお断りさせて頂きます。

・ おひとりで複数口のご注文でも適用は1回のみとなります。

・ トーキョーサイダーあしたのジョーラベル12本セットは送料無料の

　ため送料半額対応の対象外です。

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止のため今回のセールの開催方法は
予約販売のみとし、会場での商品陳列販売は中止させて頂く事と致しました。
何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお今後の動向により、お客様の安全、安心を第一に考え、企画内容を変更する場合も
あります事を予めご了承願います。

②商品お渡し会場でのお引渡し となります。

また、従来よりも予約販売品目を大幅に増やし、セール当日販売同様にお買い得商品を

商品お渡し日時にご来場頂けない方には、今回に限り下記「常温配送1箱分送料半額対応」
を行いますので、ご利用下さいませ。

予約販売につきましては従来同様、①宅急便での商品配送

＜セール特典＞
全国配送料無料！

・
・
・

通販価格￥3,780のところ



セール通常価格\350
通販価格\378

賞味期限 ： 2020/9/13

賞味期限 ： 2020/5/7

賞味期限 ： 2020/6/22 賞味期限 ： 2020/4/24

賞味期限 ： 2020/7/26

賞味期限 ： 2020/7/25

賞味期限 ： 2020/6/7

賞味期限 ： 2020/6/1

賞味期限 ： 2020/5/10

賞味期限 ： 2020/7/7

賞味期限 ： 2020/5/17

賞味期限 ： 2020/5/10

賞味期限 ： 2020/9/14

まとめ買いが

お買い得！まとめ買いが

お買い得！

大特価大特価

超特価超特価
とてもお買い得
とてもお買い得

47％off

47％off

30％off

41％off

87％off33％off

53％off

53％off

82％off

87％off

リピーター

続出
リピーター

続出

冷凍フルーツ人気№1冷凍フルーツ人気№1

すみだ生まれの
地サイダー

すみだ生まれの
地サイダー

(1個あたり 200円 )(1 個あたり 200円 )

賞味期限 ： 2020/7

まとめ買いが

お買い得！まとめ買いが

お買い得！

全国送料無料！

大特価大特価

とてもお買い得
とてもお買い得

とてもお買い得
とてもお買い得

数量
限定

77％off
数量
限定

数量
限定

2020スプリングセール予約販売 締切：2020年3月23日（月）

まとめ買いが

お買い得！まとめ買いが

お買い得！

100％
ジュース

の最高峰！100％
ジュース

の最高峰！

100％
ジュース

の最高峰！100％
ジュース

の最高峰！

デザイン一新
デザイン一新

新商品新商品

新商品新商品

超特価超特価

商品№ 商品名 販売価格 商品№ 商品名 販売価格 商品№ 商品名 販売価格

1 アルフォンソマンゴー果汁30％ 17 カフェ用フレーバーソース ジンジャー 33 フルーツデザート オレンジ

1000ml・常温品 通販価格\498 500ml・常温品 通販価格\736 500g・常温品 通販価格\724

¥350 ¥350 ¥100
2 カラバオマンゴー果汁30％ 18 カフェ用フレーバーソース くり 34 チョコレートドリンクベース

3本入×6個セット

1000ml・常温品 通販価格\498 300ml・常温品 通販価格\534
1杯ずつに個包装した
スティックパック3本

¥350 ¥250 ¥1,200

3 ゴールデンパインアップル100％ジュース 19 35 チョコレートドリンクベース 20本入

1000ml・常温品 通販価格\534 300ml・常温品
通販価格\534

1杯ずつに個包装した
スティックパック20本

通販価格\1,890

¥350 ¥100 ¥1,000
4 フロリダオレンジ100％ジュース 20 中華デザートムースベース マンゴー 36 チョコレートドリンクベース 20本入×10セット

1000ml・常温品 通販価格\534 500g・常温品 通販価格\641 1杯ずつに個包装した
スティックパック20本×10セット

通販価格\12,960

¥350 ¥450 ¥9,000

5 青森りんご100％ジュース 21 中華デザートムースベース ココナッツ風味 37 チョコレートドリンクベース 30本入

1000ml・常温品 通販価格\534
500g・常温品 通販価格\641 1杯ずつに個包装した

スティックパック30本

通販価格\2,916

¥350 ¥300 ¥1,700

6 30％白桃ドリンク（国産白桃使用） 22 中華デザートムースベース 杏仁 38 IQカットフルーツ ストロベリーハーフカット

1000ml・常温品 通販価格\583
500g・常温品 通販価格\641 500g・冷凍品 通販価格\712

¥400 ¥300 ¥500

7 20％ブルーベリードリンク 23 中華デザートムースベース ライチ風味 39 IQカットフルーツ ストロベリーダイス

1000ml・常温品 通販価格\629
500g・常温品 通販価格\641

500g・冷凍品 通販価格\612

¥400 ¥300 ¥450

8 20％クランベリードリンク 24 トッピング スクイズボトル ストロベリー 40 IQカットフルーツ マンゴーチャンク

1000ml・常温品 通販価格\570 330g・常温品 通販価格\398 300g・冷凍品 通販価格\340

¥400 ¥300 ¥300

9 100％ザクロジュース 25 トッピング スクイズボトル ブルーベリー 41 IQFフルーツ アメリカンチェリー

1000ml・常温品 通販価格\1,247 330g・常温品 通販価格\398 500g・冷凍品 通販価格￥907

¥850 ¥300 ¥200

10 3×30％マンダリン＆オレンジ 26 トッピング スクイズボトル チョコレート 42 IQFフルーツ ブルーベリー
1000ml・常温品 通販価格\819

350g・常温品 通販価格\386 300g・冷凍品 通販価格\567

¥100 ¥300 ¥400

11 バイオジェニックスグリーンスムージー 27 トッピング スクイズボトル 黒みつ IQFカットフルーツ レモンスライス

1000ml・常温品 通販価格\974 360g・常温品 通販価格\421 300g・冷凍品 通販価格\521

通販価格\1,632

43

¥750 ¥300 ¥400

12 28 フルーツデザート ストロベリー 44 ガッカモーレ

1000ml×3本・常温品
通販価格\2,922

500g・常温品 通販価格\724 200g×4パック・冷凍品

¥1,950 ¥500 ¥200
13 コーヒーゼリー（エスプレッソ仕様） 29 フルーツデザート ブルーベリー 45 アボカドチャンキーパルプ

720ml・常温品 通販価格\582 500g・常温品 通販価格\736 200g×4パック・冷凍品

¥100 ¥500 ¥200

14 紅茶ゼリー 30 フルーツデザート マンゴー 46 ナタリーズ フローズンオレンジジュース

720ml・常温品 通販価格\582 500g・常温品 通販価格\724 1000ml・冷凍品

¥400 ¥500 ¥750

15 黒糖ゼリー 31 フルーツデザート キウイフルーツ 47
720ml・常温品 通販価格\582 500g・常温品 通販価格\724

1000ml・冷凍品

¥400 ¥350 ¥750

16 濃縮コーヒー 32 フルーツデザート クランベリー 48
500ml・常温品 通販価格\517 500g・常温品 通販価格\736 340ml×12本・常温品

全国送料無料

¥350 ¥100 ¥3,240

トーキョーサイダーあしたのジョーラベル
12本セット

インド産のアッサム種を使用した
透明感のあるゼリー

沖縄産の黒糖と海水塩を使用
黒糖が持つ、芳香な香りとコク

お好きな濃さで楽しめる希釈タイプの

コーヒー

本品1に対し水3を加え、よく混ぜ合わ

せてお飲み下さい

しょうが特有のピリピリとした刺激
と辛さを引き出したソース

濃厚でほどよい苦みのあるエスプ
レッソタイプのコーヒーソース

香り高い国産くりを使ったソース

本品と牛乳を1：1で混ぜ合わせる
だけで、なめらかなムースが出来
上がります。

本品と牛乳を1：1で混ぜ合わせる
だけで、なめらかなムースが出来
上がります。

本品と牛乳を1：1で混ぜ合わせる
だけで、なめらかなムースが出来
上がります。

使いやすいボトルタイプ
パンやアイスにかけて

使いやすいボトルタイプ
パンやアイスにかけて

使いやすいスクイズボトルに黒み
つが新登場！

キウイフルーツの果肉がゴロゴロ
とたっぷり入った甘さ控えめのフ
ルーツソース

クランベリーの果肉がゴロゴロと
たっぷり入った甘さ控えめのフ
ルーツソース

オレンジの果肉がゴロゴロとたっ
ぷり入った甘さ控えめのフルーツ
ソース

マンゴーの果肉がゴロゴロとたっ
ぷり入った甘さ控えめのフルーツ
ソース

＜インド産アルフォンソマンゴー
ピューレ使用＞
濃厚で深い味わい

ストロベリーの果肉がゴロゴロと
たっぷり入った甘さ控えめのフ
ルーツソース

＜フィリピン産カラバオマンゴー
ピューレ使用＞
適度な酸味で爽やかな味わい

ブルーベリーの果肉がゴロゴロと
たっぷり入った甘さ控えめのフ
ルーツソース

＜コスタリカ産果汁使用＞
バランスのとれた甘みと酸味で
すっきりとした風味

カフェ用フレーバーソース 珈琲
（エスプレッソタイプ）

バイオジェニックスグリーンスムージー
3本セット

＜アメリカ・フロリダ州産果汁使用＞

パルプリッチなテクスチャーで手搾り

感を楽しめる

＜青森県産りんごの混濁果汁使用＞

りんご本来の甘みと、口の中に広がる

豊かな香り

＜国産白桃ピューレ使用＞
みずみずしく白桃の完熟した甘み

北米産ブルーベリーの果汁を使用

渋みと酸味をバランスよく表現

北米産クランベリーの果汁を使用

ほのかな渋みと甘味でスッキリと飲

みやすい

果汁由来の深い赤色に、ザクロ独
自の酸味のきいたさわやかな風味

希釈タイプのドリンクベース

本品1に対し水2を加え、よく混ぜ合わ

せてお飲み下さい

発酵により野菜の苦みや青臭さを低減し、

旨みを引き出した野菜が苦手な方にも

飲みやすい味わい

豊富な植物性乳酸菌（殺菌）

お求めやすい3本セット

使いやすいボトルタイプ
パンやアイスにかけて

お湯を加えるだけで、まろやかな
チョコレートドリンクが楽しめる

お湯を加えるだけで、まろやかな
チョコレートドリンクが楽しめる

お得な10セット入り

包装されていて、ギフトにも最適

＜ペルー産＞
手切りで半分にカットしたいちごが
IQFの仲間入り！

＜チリ産＞
大人気のストロベリーダイス

ローストされたコーヒー豆の香ばしさと
適度な苦味 甘味を抑えた微糖タイプ

本品と牛乳を1：1で混ぜ合わせる
だけで、なめらかなムースが出来
上がります。

フロリダの太陽光を浴びて育った、完熟

果実の美味しさを、閉じ込めました。

解凍してお召し上がりいただくジュース

トーキョーサイダーとあしたのジョー
がコラボ！
12種類のデザインラベルがかっこいい！

＜メキシコ産＞
まったりとした食感のマンゴー

＜アメリカ産＞
甘味が強く、深みのある赤褐色
種なし （ごく稀に種がある場合があります）

＜アメリカ産＞
まろやかな甘さ、大粒で食べ応え
抜群のブルーベリー。

＜メキシコ産＞
スパイシーなアボカドのソース

＜メキシコ産＞
超高圧技術により、添加物一切なしでも
アボカドの果肉感を残し、そのままパック

フロリダの太陽光を浴びて育った、完熟

果実の美味しさを、閉じ込めました。

解凍してお召し上がりいただくジュース

＜南アフリカ産＞

ユーレカ種のレモンをスライスして急

速冷凍

ドリンクや料理に幅広く使える

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

数量
限定

数量
限定

53％off

53％off
数量
限定

52％off
数量
限定

大特価大特価 51％off
数量
限定

数量
限定

数量
限定

81％off
数量
限定

超特価超特価 86％off
数量
限定

86％off

大特価大特価

大特価大特価

大特価大特価
数量
限定

超特価超特価
数量
限定

数量
限定

大特価大特価

大特価大特価

超特価超特価

通販価格\3,780



2020スプリングセール 予約販売 注文書

〒131-8527　東京都墨田区立花 4-7-8
お問合せ先 ： 営業推進部 TEL 03-3617-0123 （直通）

   

ご注文締切 ： 2020年 3月 23日 (月）
＜注文方法＞
（１）　インターネットよりご注文頂けます。

ご注文は、右のQRコードまたは次のURLからお願いします。

（２）　FAXでのご注文の場合は下記①～⑤太枠内の必要事項を
ご記入いただき、ご注文下さい。

ご注文を頂きましたら、
商品名、合計金額記載の受注確認書を返信致します。

TEL

EmailFAX

住所 〒氏 名（フリガナ）
都 道

府 県

様　

①ご注文者

※返信が無い場合やFAXに関する不具合等ございましたら、
お手数ですが、下記までご連絡ください。

※写真データの添付も可能です

□2020年 4 月 2日 ( 木 ) □2020年 4 月 4日 ( 土 )
お渡し時間：16:00 ～ 18:00 お渡し時間：10:00 ～ 12:00

別途送料を頂戴いたします。（今回に限り、常温配送１箱 送料半額対応）

詳細は下記 「配達について」 をご確認下さい。

会場でのお渡しをご希望の受け取り日□にチェックを、
配達をご希望の場合は□配達にチェックを入れて下さい。

お渡し会場は弊社 1F ガレージとなります。

④お支払い方法

③-1：会場でのお渡し ④-1：□現金

④-3：□宅急便コレクト （代金引換）　※有料

会場でのお渡しを選ばれた場合、会場へお越しの際、現金でお支払い下さい。

④-2：□現金
会場へお越しの際、現金でお支払い下さい。

（PayPayもご利用頂けます）

（PayPayもご利用頂けます）

別途手数料 330円を頂戴いたします。 詳細は下記 「配達について」 を参照。

⑤お届け先

弊社記入欄

配達をご希望の場合はご記入下さい。※複数のお届け先をご希望の方は、 ご相談ください。

③-2：□配達　※有料 発送日：4 月 4日 （土）

配送で代引ではなく元払い（会場にてお支払い)を
ご希望の場合は□現金にチェックを入れて下さい。

商品代 送料(常温品） 送料（冷凍品） 手数料 合計

氏名

TEL

住所 〒 お届け
希望日

お届け希望時間 □指定なし
□午前中
□14～16時 □16～18時
□18～20時 □19～21時

都 道

府 県

通信欄 その他ご要望がある場合はご記入下さい。

様　

③商品お引渡し方法

注文の商品№と数量をご記入下さい。 記入欄が足りない場合は、 通信欄にご記入下さい。②商品

配達について

1 個口の送料 ：

配 達 方 法

支払い方法

お届け希望日

ご 請 求 額

： ヤマト運輸宅急便
： 会場での現金お支払いか、 宅急便コレクト （代金引換） （有料※） を選択してください。
　※宅急便コレクト手数料 330円を頂戴いたします。 商品の口数、常温配送1箱 送料半額対応に関係なく、
　　　330円となります。商品配達時、 ドライバーの方へお支払い下さい。
： 商品発送日の翌日～ 1 週間以内でご指定下さい。 但し、 地域によってはご希望に添えない場合があります。
： 送料、 手数料を含めた合計金額を FAX または Email にてご案内します。

・ 300 ～ 1000ml 商品 12 個程度が 1 個口の目安となります。

・ 今回のセールはご注文1箱目(1個口)に限り送料半額。
・ 発送口数が複数となる場合は、2箱目以降は通常の送料がかかります。
・ 送料半額対応は常温配送品に限ります。
・ 冷凍商品を常温で発送することはお断りさせて頂きます。
・ おひとりで複数口のご注文でも適用は1回のみとなります。
・ トーキョーサイダーあしたのジョーラベル12本セットは送料無料のため

送料半額対応の対象外です。

・ 常温品と冷凍品は別口になり、それぞれの送料を頂戴いたします。
・ トーキョーサイダーあしたのジョーラベル 12 本セットは

専用ケースでの発送となるため、 他商品の同梱は出来ません。

北海道・
四国・九州

沖縄・離島

常温品

冷凍品

¥
¥

900
450 ¥550 ¥950

¥1,900

¥1,150

¥1,150

¥1,400 ¥2,150

配達エリア：全国

数量 数量 数量 数量 数量

数量 数量 数量 数量 数量商品№ 商品№ 商品№ 商品№ 商品№

商品№ 商品№商品№ 商品№商品№

（Email アドレスを是非ご記入下さい。 今後、 ご希望の方には Email でご案内をさせて頂きます）

＜常温配送１箱 送料半額対応＞

本州

FAX   03-5631-3150
E-mail netshop@marugen.com

※価格は税込み表示です

https://blog.marugen.com/saleorder/

1箱目 1箱目 1箱目
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