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予約注文締切

商品お渡し日時

まで

《 商品お渡し場所 》

《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サマー
www.marugen.com

ご予約での販売のみ となります。
コロナ禍のため、

2020年7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

もっとお支払いを簡単に！ ネット予約限定商品もあります! ご予約注文受付中!!

　＞＞対象商品は別紙 予約商品一覧をご覧ください♪インターネットからも
ご予約いただけます。
是非ご利用ください。

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↓
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。

※数量限定のため売り切れの際はご了承ください。
ご注文締切：2020年7月27日(月）

～もっとご利用しやすく、もっと笑顔に～

サマーセール 通常の陳列販売の中止について
新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止のため前回のスプリングセール同様、
予約販売のみとし、通常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。
今回も予約販売品目を大幅に増やし、通常の商品陳列販売同様に商品を多数取り揃え
ました。
また、インターネット予約注文の画面では、このDMでご案内の商品の他にも数量限定の
大特価品をお買い求め頂けます。是非、ご利用ください。



暑い夏にぴったり！ 冷凍フルーツ冷凍フルーツ
ブルーベリー

UHP スイカ UHP ピンクグァバ

ストロベリーダイス

アップルダイスオススメオススメ 初登場！

907

他にも…
レモン、アメリカン

チェリー、アボカド

を使用と
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

3 種類の果汁菜野酵発【 ピューレ】
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。新感覚グリーンスムージー

100mlあたり 10億個以上の植物性乳酸菌　　 が含まれます。（殺菌）
乳アレルギーの方でも安心してお召し上がりいただけます。　　

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。

豊富な植物性乳酸菌

バイオジェニックスの力
）

セール限定
３本セットで

円１本あたり（ 650円１本あたり（

円1,950円1,950
650

通販価格
\974 33％off

）

1000ml内容量

ハーダース バイオジェニックス グリーンスムージー

Green Smoothie
新しいタイプの

グリーンスムージー
毎日続けてお腹元気に！

「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。

2 31

まろやかな甘さ。
冷凍フルーツの定番！
まろやかな甘さ。
冷凍フルーツの定番！

400567

29％off11％off

楽しみ方色々！
夏はかき氷のトッピングに♪
楽しみ方色々！
夏はかき氷のトッピングに♪

450
500

26％off

612

430

53％off

200

スイカの味そのまんま！
そのままストレートでお飲みいただけます。
スイカの味そのまんま！
そのままストレートでお飲みいただけます。

東京下町のシンボル地サイダー

3 本セット        キャリーケース付き3本セット        キャリーケース付き

キャリーケース付
き !プレゼントに最適
な

キャリーケース付
き !プレゼントに最適
な

新発売 !!

ホワイトピーチホワイトピーチ キウイフルーツキウイフルーツ レモンレモン

色とりどりの果実と
きらめくジュレが出会いました。
色とりどりの果実と
きらめくジュレが出会いました。
甘さ控えめのフルーツソースです。甘さ控えめのフルーツソースです。

ゴールデンゴールデン
パインアップル

￥500各種各種

サイダーや
サイダーや

アイスのトッピングに♪

アイスのトッピングに♪

グァバミルクに♪
グァバミルクに♪牛乳と合わせて
牛乳と合わせて

紅茶と合わせて♪
紅茶と合わせて♪

かき氷の

トッピングに♪かき氷の

トッピングに♪
ムースの

トッピングに♪ムースの

トッピングに♪
かき氷の

トッピングに♪かき氷の

トッピングに♪

100％100％
スイカスイカ

スイカゼリーに♪
スイカゼリーに♪ゼラチンで固めて
ゼラチンで固めて

加糖されたほどよい甘さのフルーツソース。
ドリンクや製菓・デザート材料に。
加糖されたほどよい甘さのフルーツソース。
ドリンクや製菓・デザート材料に。

200669

500500

70％off

使いたい時に好きなだけ。
トッピングにおすすめ！
使いたい時に好きなだけ。
トッピングにおすすめ！

400567

500

29％off

など！

賞味期限 2020 年 11月16日賞味期限 2020 年 11月16日

こちらの表示価格は全て税込価格ですこちらの表示価格は全て税込価格です

夏はやっぱり
サイダー!!
夏はやっぱり
サイダー!!

￥300（３本 ）（３本 ）



1000ml

マスカット風味

のゼリー
マスカット風味

のゼリー

まとめ買いがお得

新発売！

新発売！

おすすめ！

おすすめ！

冷凍フルーツ

人気No.1！
冷凍フルーツ

人気No.1！

冷凍フルーツ

人気No.2！
冷凍フルーツ

人気No.2！

冷凍フルーツ

人気No.3！
冷凍フルーツ

人気No.3！

新発売！

新発売！

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!!

セール
初登場♪
セール
初登場♪

ご予約品のお支払い、お引渡し方法はご注文書をご覧下さい。

2020サマーセール予約販売
ネット注文 または FAX にてご注文下さい。

    締切：2020年7月27日（月）

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

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 33 チョコレートドリンクベース　20本入

1000ml・常温品 　通販価格\498 通販価格\1,890

¥350
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 ¥1,000

2 カラバオマンゴー果汁30％ 18 34 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\498 通販価格\12,960

¥350 ¥450 　　　お得な10セット入り

¥9,000
3 ゴールデンパインアップル100％ジュース 19

中華デザートムースベース　杏仁

35 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

1杯ずつに個包装した
スティックパック20本×10セット

1杯ずつに個包装した
スティックパック20本

通販価格\2,916

¥350

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。

¥300 ¥1,700
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 IQカットフルーツ　マンゴーチャンク

1000ml・常温品 　通販価格\534

500g・常温品 　通販価格\641

300g・冷凍品 　通販価格\340

¥350

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。

¥300
＜メキシコ産＞
まったりとした食感のマンゴー ¥300

5 青森りんご100％ジュース 21

トッピング スクイズボトル ストロベリー

37 IQFフルーツ　ブルーベリー

1000ml・常温品 　通販価格\534

330g・常温品 　通販価格\398

300g・冷凍品 　通販価格\567

¥350

使いやすいボトルタイプ
パンやアイスにかけて
おうちカフェにぴったり♪

使いやすいボトルタイプ
パンやアイスにかけて
おうちカフェにぴったり♪

使いやすいボトルタイプ
パンやアイスにかけて
おうちカフェにぴったり♪

使いやすいボトルタイプ
かけるだけで簡単和スイーツに♪

¥300
＜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。 ¥400

6 30％白桃ドリンク（国産白桃使用） 22

トッピング スクイズボトル ブルーベリー

38 IQFカットフルーツ　レモンスライス

1000ml・常温品 　通販価格\583

330g・常温品 　通販価格\398

300g・冷凍品 　通販価格\521

¥400 ¥300
＜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

ドリンクや料理などに幅広く使える
¥400

7 20％ブルーベリードリンク 23

トッピング スクイズボトル チョコレート

39 IQカットフルーツ　アップルダイス

1000ml・常温品 　通販価格\629

350g・常温品 　通販価格\386

500g・冷凍品 　通販価格\567

¥400 ¥500
＜アメリカ産＞
好きな時に好きなだけ。
使いやすいアップルダイス ¥400

8 70％ホワイトグレープドリンク 24

トッピング スクイズボトル 黒みつ

40 IQFフルーツ　ストロベリー(チリ産）

1000ml・常温品 　通販価格\570

360g・常温品 　通販価格\421

500g・冷凍品 　通販価格\601

¥400 ¥500 ¥450

9 バイオジェニックスグリーンスムージー 25

フルーツデザート　ブルーベリー

41 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\974

500g・常温品 　通販価格\736

500g・冷凍品 　通販価格\612

¥750

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

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

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

¥500
＜チリ産＞
大人気のストロベリーダイス ¥450

10

フルーツデザート　マンゴー

IQFフルーツ　アメリカンチェリー

1000ml・常温品
通販価格\2922

500g・常温品 　通販価格\724

500g・冷凍品 　通販価格￥907

¥1,950
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 ¥100

＜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）
¥600

11 モナジュエル　ピーチロゼ 27 モナフィット　ホワイトピーチジュレ 43 UHPスイカ

720ml・常温品 　通販価格\582 500g・常温品 　通販価格\761 500g・冷凍品
　通販価格\430

ピーチ風味のきらきらカラフル

なクラッシュゼリー。カット不要

で口栓からそのまま使えて便利 ¥400
しっかりとした果実感とみずみ

ずしいジュレが一体となった、甘

さ控えめのフルーツソース ¥500
＜ベトナム産＞

超高圧処理技術により、添加物

一切なしでも自然な色調と風味

はスイカそのまま！
¥200

12 モナジュエル　シャンパンゴールド 28 モナフィット　キウイフルーツジュレ 44 UHPピンクグァバ（加糖）

720ml・常温品 　通販価格\582 500g・常温品 　通販価格\761 500g・冷凍品
　通販価格\669

マスカット風味のきらきらカラフ

ルなクラッシュゼリー。カット不

要で口栓からそのまま使えて便利 ¥400
しっかりとした果実感とみずみ

ずしいジュレが一体となった、甘

さ控えめのフルーツソース ¥500 ¥200

13 コーヒーゼリー 29 モナフィット　ゴールデンパインアップルジュレ ガッカモーレ

720ml・常温品 　通販価格\582 500g・常温品 　通販価格\761 200g×4パック・冷凍品　通販価格\1632

¥400 ¥500
＜メキシコ産＞
スパイシーなアボカドのソース

¥100
14 黒糖ゼリー 30 モナフィット　レモンジュレ アボカドピューレ

720ml・常温品 　通販価格\582 500g・常温品 　通販価格\761

　希望小売価格\780

200g×4パック・冷凍品　通販価格\1486

¥400 ¥500
＜メキシコ産＞

味梨しのプレーンタイプのアボカド

ソースなので、アレンジ自由自在。 ¥100
15 濃縮コーヒー 31 47 ナタリーズフローズンジュース　オレンジ

500ml・常温品 　通販価格\517 340ml・常温品 1,000ml・冷凍品

¥350 ¥300 ¥750

16 濃縮紅茶(ミルクティー用） 32 チーズソース　800g 48
500ml・常温品 　通販価格\517 通販価格\807 1,000ml・冷凍品

¥350 ¥600 ¥750

＜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

＜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

＜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

＜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

包装されていて、ギフトにも最適

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

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

白ブドウのすっきり感が特長！

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）

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）

＜チリ産＞
ストロベリーを丸ごと急速冷凍
パフェなどのトッピングに！

＜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

バイオジェニックスグリーンスムージー
3本セット

しっかりとした果実感とみずみずし
いジュレが一体となった、甘さ控え
めのフルーツソース

＜ベトナム産＞

超高圧処理技術により、添加物一切

なしでも自然な色調と風味そのまま。

加糖でほどよい甘さに。

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

ナタリーズフローズンジュース
ピンクグレープフルーツ

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

牛乳で4倍希釈するだけで簡単にミ

ルクティーが楽しめる希釈タイプの紅茶

本品1に対し牛乳3を加え、よく混ぜ合

わせてお飲み下さい。

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

おなじみのトーキョーサイダーの3本セット。

ギフトにぴったりなキャリーケース付

き！

お買い得な大容量800g
おうちでチーズフォンデュパー
ティーに♪

トーキョーサイダーオリジナルラベル

3本セット キャリーケース付き　

しっかりとした果実感とみずみずし
いジュレが一体となった、甘さ控え
めのフルーツソース

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

41％off

61％off

86％off33％off

70％off

53％off

30％off

47％off

93％off

93％off

まとめ買いがお得

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

ネット注文画面はこちらから！

数量
限定

数量
限定

夏のおすすめ夏のおすすめ

夏のおすすめ夏のおすすめ

訳あり！

賞味期限
2020 年 9月 14 日
賞味期限
2020 年 9月 14 日

ピーチ風味

のゼリー
ピーチ風味

のゼリー

42

訳あり！46

45

夏はやっぱり

サイダー！
夏はやっぱり

サイダー！

¥450

フルーツデザート　ストロベリー

500g・常温品 　通販価格\724

フルーツデザート　オレンジ

500g・常温品 　通販価格\724
数量
限定

訳あり！

賞味期限
2020 年 9月 1日
賞味期限
2020 年 9月 1日

26

こちらの表示価格は全て税込価格です

賞味期限
2020 年 10 月 10 日
賞味期限
2020 年 10 月 10 日




