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《 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
（緊急連絡先  TEL 080-4341-1389 ）Eメール  netshop@marugen.com

（土）
7/ 9
7/10

（金）15：00～19:00
10：00～14:00

2021年6月吉日

日頃はホテル・レストラン向けにご利用頂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。

ご愛顧頂いている皆様へ

もっとお支払いを簡単に！時間をずらして安全ゆっくり
お買い物

ネット予約限定商品もあります!

インターネットからも
ご予約頂けます。
是非ご利用下さい。
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。

　予めご了承下さい。

※数量限定のため売り切れの際はご了承下さい。
※スマートフォンの画面では見にくい場合がございます。
　画面を横向きに表示させるとご覧頂けます。

商品お渡し会場で
ご利用頂けます！

２日目

日目1

感染症予防へのご協力のお願い

※混雑時には入場人数を制限させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

開場後30分間は混雑が予想されます。
分散来場にご協力をお願い申し上げます。

ＮＯ！

GOOD！ レジ袋有料化

2020年7月より実施

1袋5円で販売致します。

マイバッグのご持参に
ご協力をお願い致します。

②会場内ではマスクの着用をお願い致します。
①発熱・咳など体調不良の方のご来場はご遠慮願います。

③会場入口にて手指のアルコール消毒をお願い致します。
④レジや会場内では、社会的距離（ソーシャルディスタンス）
　の確保をお願い致します。

金曜日の営業時間を延長致しました。
ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

今回も会場での陳列販売を行うにあたり、店内の混雑緩和のため、

1日目と2日目で営業時間が異なります

仕事終わりやお出かけ帰りに
立ち寄れる！

分散来場で混まずに安心！

営業時間を延長して2日間開催致します。営業時間にご注意ください。

www.marugen.com

2021サマー2021サマーSALE!!SALE!!



★アイスチョコレート★
本品 1本 30g に
お湯 60ml を加えて
よく溶かし、氷60ｇを
加えてください。

（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。

（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 各1本

ハーダース プレミアムジュース・こだわりドリンク

夏の冷凍フルーツ祭り！

ハーダース チョコレートドリンク
￥500￥500

￥300 ￥200￥200￥400 ￥450 ￥300￥450
ハーダース    バイオジェニックスグリーンスムージー

シュクレブレンド  リキッドコーヒーギフトセット

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＞

シュクレブレンド  リキッドコーヒーセット

予約価格

新発売 !新発売 !

￥1,100
￥1,200

￥750

￥150

41％off

36％off

通販価格　1,890のところ　￥￥

300ｇ

IQFカットフルーツ
マンゴーチャンク

300ｇ

IQFフルーツ
ブルーベリー

IQFフルーツ
グレープ

500ｇ 170ｇ 500ｇ 500ｇ 300ｇ

IQFカットフルーツ
ストロベリーダイス

アボカドハーフカット UHPスイカ IQFフルーツ
クランベリー

￥1,950
セール限定3本セット

毎日続けてお腹元気！
3本まとめ買いが
お買い得です♪

（1本あたり￥650）

リピーター

続出！リピーター

続出！

数量
限定

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

72％off

家族みんなで楽しめる20本入り！
家庭用におすすめ！　

高級感溢れるパッケージ30本入り！
ギフトにおすすめ！　

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

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

通販価格　723のところ　￥￥
賞味期限：2021.10

59％off
通販価格　496のところ　￥￥
賞味期限：2021.9

モナフィットジュレシリーズ

いつでも旬の味わい♪

夏はアイスチョコで★

美味しくて笑顔満開！

冷凍品

甘くて美味しい！
おやつにぴったり♪
甘くて美味しい！
おやつにぴったり♪

人気 No,1!
人気 No,1!

人気 No,2!
人気 No,2!

人気 No,3!
人気 No,3!

人気 No,1!
人気 No,1!

人気 No,2!
人気 No,2!

人気 No,3!
人気 No,3!

大粒で
食べごたえ満点♪
大粒で
食べごたえ満点♪

トッピングでも
そのままでも！！
トッピングでも
そのままでも！！

サラダのトッピングに
とても便利♪
サラダのトッピングに
とても便利♪

スイカの味そのまま！スイカの味そのまま！

￥350 ￥350 ￥350 ￥350 ￥400 ￥400 ￥600
濃厚で深い味わい
＜インド産果汁使用＞

りんご本来の甘みと
豊かな香り

＜青森県産果汁使用＞
1,000ml

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1,000ml

青森りんご
100％ジュース

1,000ml

アルフォンソマンゴー
果汁30％

1,000ml

白桃ドリンク(国産白桃使用)
果汁30％

1,000ml

ブルーベリードリンク
果汁30％

手絞り感が楽しめる
＜フロリダ産果汁使用＞

バランスのとれた
甘味と酸味

＜コスタリカ産果汁使用＞
みずみずしく白桃の
完熟した甘味

＜国産白桃ピューレ使用＞
渋味と酸味を
バランスよく表現

＜北米産果汁使用＞ 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

1,000ml

フロリダオレンジ
100％ジュース

1,000ml

ゴールデンパインアップル
100％ジュース

目玉商品 !
目玉商品 !

予約が　　

お買い得 !予約が　　

お買い得 !

当日価格

予約が　　

お買い得 !予約が　　

お買い得 !

当日価格

予約価格￥1,700
￥1,800

￥3,780

￥3,672

41％off

38％off 53％off

通販価格　2,916のところ　￥￥

チョコレートドリンク＜2本入り＞チョコレートドリンク＜2本入り＞

通販価格　324のところ　￥￥

通販価格　1,296のところ　￥￥

通販価格　3,402のところ　￥￥

1本でも販売中！1本でも販売中！

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︕

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。

お手軽 !
お手軽 ! 特価 !

特価 !皮ごと食べれて
甘くて美味しい！
皮ごと食べれて
甘くて美味しい！

製菓材料に最適です！製菓材料に最適です！

おすすめ !
おすすめ !

特価 !
特価 !

ゴールデン
パインアップル
ジュレ　   500g

ホワイトピーチ
ジュレ　　500g

キウイフルーツ
ジュレ　　500g

￥100 ￥100
87％off

通販価格　772のところ　￥￥

ミックスベリー
ジュレ　　500g

87％off
通販価格　772のところ　￥￥

賞味期限：2021.8.4 賞味期限：2021.7.18

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
フルーツソースです。

ドリンクやデザートの
トッピングにどうぞ！

大特価品 !
大特価品 !

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

おすすめ !
おすすめ !

数量
限定

Un Cafe Sucre株式会社様との
共同開発品

Un Cafe Sucre株式会社様との
共同開発品

冷凍品

賞味期限：2022.2



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。

2021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：2021年6月28日（月）

41％off

89％off

87％off

87％off

87％off

86％off

72％off

59％off

33％off

62％off

86％off

41％off

53％off

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

ネット注文画面はこちらから！
こちらの表示価格は全て税込価格です

100%ジュースの

最高峰!!
100%ジュースの

最高峰!!

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

冷凍フルーツ

人気No.3！
冷凍フルーツ

人気No.3！

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！

全国送料無料！

全国送料無料！

全国送料無料！

全国送料無料！

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

冷凍品

新発売！新発売！

リピーター

続出！
リピーター

続出！

☞おすすめ！

商品№ 商品名 販売価格 商品名 販売価格 商品名 販売価格

1 アルフォンソマンゴー果汁30％ 17 中華デザートムースベース　杏仁 33 IQFカットフルーツ　マンゴーチャンク

1,000ml・常温品 　通販価格\523 500g・常温品 　通販価格\653 300g 　通販価格\378

山路を登りながら山路を登りながら

¥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

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

¥450
＜メキシコ産＞
まったりとした食感のマンゴー ¥300

2 カラバオマンゴー果汁30％ 18 中華デザートムースベース　マンゴー 34 IQFフルーツ　ブルーベリー

1,000ml・常温品 　通販価格\523 500g・常温品 　通販価格\653 300g 　通販価格\615

¥350 ¥450
＜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

3 ゴールデンパインアップル100％ジュース 19 フルーツデザート　ブルーベリー 35 IQFカットフルーツ　レモンスライス

1,000ml・常温品 　通販価格\567 500g・常温品 　通販価格\766 300g 　通販価格\577

¥350
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

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

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

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

¥500
＜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
¥400

4 フロリダオレンジ100％ジュース 20 フルーツデザート　ストロベリー 36 IQFカットフルーツ　ストロベリーダイス

1,000ml・常温品 　通販価格\567 500g・常温品 　通販価格\750 500g 　通販価格\631

¥350 ¥500 ＜チリ産＞
大人気のストロベリーダイス ¥450

5 青森りんご100％ジュース 21 フルーツデザート　マンゴー IQFフルーツ　グレープ

1,000ml・常温品 　通販価格\567 500g・常温品 　通販価格\750 500g 　通販価格\723

¥350 ¥500
＜チリ産＞
種がなく、そのまま食べられる
冷凍グレープです ¥200

6 30％白桃ドリンク（国産白桃使用） フルーツデザート　クランベリー IQFフルーツ　クランベリー

1,000ml・常温品 　通販価格\615 500g・常温品 　通販価格\766 300g 　通販価格\496

¥400 ¥100
＜アメリカ産＞

鮮やかな赤色と、非常に強い酸味が

特徴のベリーです

ジャムやお菓子作りなどに最適です
¥200

7 20％ブルーベリードリンク 23 モナフィット　ホワイトピーチジュレ IQFフルーツ　アメリカンチェリー

1,000ml・常温品 　通販価格\680 500g・常温品 　通販価格\772 500g 　通販価格￥993

¥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

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

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

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
＜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） ¥100
8 100%ザクロジュース 24 モナフィット　ゴールデンパインアップルジュレ IQFカットフルーツ　アメリカンイエローピーチダイス

1,000ml・常温品　通販価格\1,296 500g・常温品 　通販価格\772 500g 　通販価格\810

¥850 ¥500
＜アメリカ産＞

アメリカではポピュラーな甘さ控えめの

歯ごたえのある桃です

トッピングにぴったりなダイスカット ¥100
9 バイオジェニックスグリーンスムージー モナフィット　キウイフルーツジュレ 41 アボカドハーフカット 170g

1,000ml・常温品 通販価格\1,296 500g・常温品 　通販価格\772 ハーフカット4個入 　通販価格\712
発酵により野菜の苦みや青臭さ

を低減。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）
¥750 ¥100

＜メキシコ産＞

超高圧処理技術により、添加物

一切なし 半割に種をくり抜いた

個包装タイプ
¥450

10
モナフィット　ミックスベリージュレ

42 UHPスイカ

1,000ml・常温品 通販価格\3,402 500g・常温品 　通販価格\772 500g 　通販価格\432
発酵により野菜の苦みや青臭さ

を低減。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）
¥1,950 ¥100

＜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
¥300

11 コーヒーゼリー（エスプレッソ仕様） トーキョーサイダー3本 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\594 340ml・常温品 1,000ml
ローストされたコーヒー豆の
香ばしさと適度な苦味と甘味を
抑えた微糖タイプ ¥400

おなじみのトーキョーサイダー

プレゼントにぴったりなキャリー

ケース付き！（配送ご希望は12

本から承ります）
¥300 ¥750

12 黒糖ゼリー トーキョーサイダー12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

720ml・常温品 　通販価格\594 340ml・常温品 1,000ml
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 ¥400
おなじみのトーキョーサイダー

12本入り専用BOX入り

おうちカフェや家のみにぴったり♪ ¥1,200 ¥600

13 紅茶ゼリー 29 チョコレートドリンクベース　2本入 45 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）

720ml・常温品 　通販価格\594 　通販価格\324 1,000ml×6本・常温品

インド産のアッサム種を使用した

透明感のあるゼリー ¥400 ¥150 ¥3,780

14 濃縮紅茶（ミルクティー用） 30 チョコレートドリンクベース　20本入 46 シュクレブレンド リキッドコーヒーセット

500ml・常温品 　通販価格\529 通販価格\1,890 1,000ml×3本・常温品
お好きな濃さで楽しめる希釈

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 ¥200 ¥1,100 ¥3,780

15 濃縮コーヒー 31 チョコレートドリンクベース　20本入×10セット 47 シュクレブレンド リキッドコーヒー＆ジュース・ドリンク

500ml・常温品 　通販価格\529 通販価格\15,120 1,000ml×4本・常温品
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
¥350 \10,000 ¥3,672

16 カフェ用フレーバーソース　ジンジャー 32 チョコレートドリンクベース　30本入 48
500ml・常温品 　通販価格\761 通販価格\2,916 340ml×12本・常温品

国産の生姜ペーストを使用
生姜本来の風味と辛さを
引き出したソース ¥100 ¥1,700 ¥3,240

＜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

＜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

渋みと酸味をバランスよく表現

バイオジェニックスグリーンスムージー
3本セット

トーキョーサイダーあしたのジョーラベル１２本セット

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

・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）

こだわり抜いたハイエンドコーヒー3本セット
・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

リキッドコーヒーとプレミアムジュースの詰め合わせ

・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

果実由来の赤い色に、ザクロ独自の

酸味の効いた、さわやかな風味

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 解凍してお飲み下さい

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 解凍してお飲み下さい

1本あたり￥650

賞味期限：2021.9

賞味期限：2021.7.18

賞味期限：2021.8

賞味期限：2021.7

賞味期限：2021.9.21

賞味期限：2021.9.21

賞味期限：2021.8.4

賞味期限：2021.9.9

賞味期限：

賞味期限：2021.8.17

賞味期限：2021.10

＜北米産ブルーベリー果汁使用＞

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

お試し用のお手軽2本セット！

28

27

26

25

22 38

37

39

40

44100%ジュースの

最高峰!!
100%ジュースの

最高峰!!

43

訳あり！

訳あり！

訳あり！

おすすめ！

おすすめ！

訳あり！

訳あり！

まとめ買いがお得

まとめ買いがお得

訳あり！

訳あり！

訳あり！

新発売！新発売！

新発売！新発売！

商品№ 商品№

1杯ずつに個包装したスティックパック2本入り

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

ご家庭向けの20本入り

1杯ずつに個包装したスティックパック20本

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20本入り×10セット

ギフトに最適な30本入り

1杯ずつに個包装したスティックパック20本×10セット

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杯ずつに個包装したスティックパック30本

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

各1本

各1本

数量
限定

賞味期限：2022.2

2021.8.1



7月9日 7月10日

7月10日
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★インターネットからのご注文にご協力をお願い致します。

金

7月9日 金

メール

メール メール

7月10日 土

080-4341-1389（緊急連絡先）
（直通）03-3617-0123

メール

２０２１サマーセール予約販売 注文書

2021年 28日6月

15:00 ～ 19:00 10:00 ～ 14:00

・ トーキョーサイダーは専用ケースでの発送となるため、

　他商品と同梱は出来ません。

・ 300 ～ 1,000mlの商品 12 個程度が 1 箱 (=1 個口 ) の目安です。

〈常温品 目安〉

※常温品と冷凍品は別口になり、それぞれの送料を頂戴致します。

・ 300 ～ 500g の商品 12 ～ 15 袋程度 (6kg) が 1 箱 （=1個口)の目安です。

〈冷凍品 目安〉

(２) FAX またはメールでのご注文の場合は下記①～⑤太枠内の必要事項を
ご記入頂き、ご注文下さい。

(１) インターネット画面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。

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

会場でのお渡しをご希望の場合は、受取日□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。
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