
丸源飲料工業㈱本社1Fガレージ
東京都墨田区立花4-7-8

会場での陳列販売と予約販売を行って
おります。詳細は同封の注文書をご確
認下さい。

営業推進部  
TEL 03-3617-0123  FAX 03-5631-3150
Eメール netshop@marugen.com
開催中の連絡先　TEL 080-4341-1389

   

9/11（土）
9/10（金）15:00-19:00

10:00-14:00

2021オータムSALE!!
www.marugen.com

2021年8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、ご来場、ご予約をお待ちしております。

ご愛顧頂いている皆様へ

ご注文は
インターネットがおすすめ‼

https://blog.marugen.com/saleorder/
画面が見にくい場合は、画面を横向きにしてお試し下さい。

1日目

2日目

《会場》

《販売方法》

《お問合せ》

8/30（月）

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
マイバッグご持参に
ご協力をお願いします。

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

インターネット注文フォーム
限定商品もございます。
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1日目と2日目は開催時間が異なります。

予約締切：

《日時》

お支払いを
もっと簡単に！

会場では、
PayPay・現金が
ご利用頂けます！



Meets

豆、焙煎、挽き方、抽出のこだわり
厳選したスペシャルティコーヒー豆のみをブレンドし、カフェシュクレが長年の経験から培った方法で自家
焙煎。粗挽きの豆を、低めのお湯（８０℃）でゆっくりと丁寧に抽出。丸源飲料工業の工場では、ネルドリッ
プ方式による大型の抽出機を使用し、湯温と時間を細かくコントロールすることで、まるでハンドドリップ
で淹れたような香りや甘味を感じられるリキッドコーヒーに仕上がりました。
冷やして飲むだけでなく、温めても美味しいコーヒーです。一年を通してお楽しみ下さい。

LIQUID DECAF　水急不流月のこだわり
美味しいデカフェコーヒーを作りたい・・・カフェシュクレがそんな思いをもって国内でデカフェ処理をしたmade in JAPAN DECAF。
超臨界二酸化炭素抽出法によるデカフェ技術とこだわりの自家焙煎技術の融合により、カフェインを最大限除去しながらもコーヒー本来
が持つ味を引き出したデカフェコーヒーブレンド「水急不流月」は生まれました。
妊婦や授乳中の方、リラックスするために夜コーヒーを飲みたい方など、カフェインが気になる全ての方にも安心してお召し上がり
頂けます。デカフェとは思えない豊かな風味をお楽しみ下さい。

リキッドコーヒー  シュクレブレンド
明珠在手

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

１本あたり（ 650１本あたり（
￥

￥
1,950￥
￥

1,950
650）

ハーダース バイオジェニックス グリーンスムージー新しいタイプの

グリーンスムージー Green Smoothie

コーヒーゼリー　黒糖ゼリー　紅茶ゼリー
カラフルなゼリー
よく冷やして、容器の口栓からそのま
ま注いで、お召し上がりいただけます。

モナジュエル
ベリールージュ
（ストロベリーの風味）

人気№1

マンゴーチャンク

人気№2 人気№3

ブルーベリー

クランベリー アップルダイス

￥￥300300

クラッシュして カットして

￥￥400400

朝食やおやつに スムージーの素材としてピクニックに

ホワイトピーチ＆紅茶ゼリー

アレンジしてお家でカフェ気分♪

アフォガードパフェ
アレンジ例）コーヒーゼリーにバニラアイスと
和栗のソースをトッピング

Premium jelly series

苦みの後に、まろやかな甘み
いつでも自宅で本格コーヒーを！

リキッドデカフェ  シュクレブレンド
水急不流月

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” の一本！

￥￥1,0801,080 ￥￥1,6201,620

毎日続けて
お腹元気に！

￥￥100100

アレンジ例）紅茶ゼリーにピーチのソース、
ホイップクリームを添えて

Un Cafe Sucre 株式会社と
丸源飲料工業株式会社の
共同開発プロジェクトの
詳細はこちら

￥￥400400 ￥￥450450

￥￥100100 ￥￥100100￥￥200200
ミックスベリー

ストロベリーダイス

いつでも旬の味わい♪

紅茶ゼリー
モナフィット
ホワイトピーチ コーヒーゼリー

カフェ用
フレーバーソース
和栗

￥￥500500 ￥￥400400 ￥￥350350
★冷凍品★

モナジュエル

商品の内容量、特価品の賞味期限、数量限定などの情報は予約販売商品一覧にてご確認頂けます。

大特価

数量限定 数量限定

数量
限定

大特価

数量
限定



1 17 33

2 18 34

3 19 35

4 20 36

5 21 37

6 22 38

7 23 39

8 24 40

9 25 41

10 26 42

11 27 43

12 28 44

13 29 45

14 30 46

15 31 47

16 32 48

通販価格\523 通販価格\324 通販価格\594

通販価格\523 通販価格\1890 通販価格\594

通販価格\567 通販価格\15120 通販価格\594

通販価格\567 通販価格\2916 通販価格\378

通販価格\567 通販価格\405 通販価格\615

通販価格\615 通販価格\432 通販価格\496

通販価格\680
通販価格\610 通販価格\696

通販価格\567 通販価格\766 通販価格\577

通販価格\858 通販価格\750 通販価格\496

通販価格\1296 通販価格\750 通販価格\631

通販価格\3402 通販価格\772 通販価格\702

通販価格\772 通販価格\615

通販価格\772 通販価格\993

通販価格\594 通販価格\1981

通販価格\529 通販価格\653 通販価格\685

通販価格\561 通販価格\653

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml×3本・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml・常温品

1,000ml×3本・常温品

500ml・常温品

300ml・常温品

30g×2本・常温品

30g×20本・常温品

30g×20本×10箱・常温品

30g×30本・常温品

350g・常温品

360g・常温品

500g・常温品

500g・常温品

500g・常温品

500g・常温品

500g・常温品

500g・常温品

500g・常温品

720ml・常温品

500g・常温品

500g・常温品

720ml・常温品

720ml・常温品

720ml・常温品

300g・冷凍品

300g・冷凍品

300g・冷凍品

300g・冷凍品

300g・冷凍品

300g・冷凍品

500g・冷凍品

500g・冷凍品

500g・冷凍品

500g・冷凍品

453g×2パック・冷凍品

500g・冷凍品

1,000ml・冷凍品

アルフォンソ・マンゴー　果汁３０％ チョコレートドリンクベース　2本入 コーヒーゼリー（エスプレッソ仕様）

カラバオ・マンゴー　果汁３０％ チョコレートドリンクベース　20本入 黒糖ゼリー

ゴールデンパインアップル１００％ジュース チョコレートドリンクベース　20本入X10セット 紅茶ゼリー

フロリダオレンジ１００％ジュース チョコレートドリンクベース　30本入 ＩＱＦカットフルーツ　マンゴーチャンク

青森りんご１００％ジュース トッピングスクイズボトル　チョコレート ＩＱＦフルーツ　ブルーベリー

３０％白桃ドリンク（国産白桃使用） トッピングスクイズボトル　黒みつ ＩＱＦフルーツ　クランベリー

２０％ブルーベリードリンク トッピングＤＸ　ラズベリー IQFフルーツ　ミックスベリー

グレープフルーツ１００％ジュース フルーツデザート　ブルーベリー ＩＱＦカットフルーツ　レモンスライス

３Ｘ３０％マンダリン＆オレンジ フルーツデザート　ストロベリー ＩＱＦカットフルーツ　オレンジセグメントチャンク

バイオジェニックスグリーンスムージー フルーツデザート　マンゴー ＩＱＦカットフルーツ　ストロベリーダイス

バイオジェニックスグリーンスムージー3本セット モナフィット　ホワイトピーチジュレ ＩＱＦカットフルーツ　ゴールデンパインアップルダイス

リキッドコーヒー　シュクレブレンド明珠在手 ＩＱＦカットフルーツ　アップルダイス

リキッドデカフェ　シュクレブレンド水急不流月 モナフィット　レモンジュレ ＩＱＦフルーツ　アメリカンチェリー

リキッドコーヒー＆デカフェ　シュクレブレンド３本セット モナジュエル　ベリールージュ アボカドチャンキーパルプ

濃縮紅茶（ミルクティー用　無糖） 中華デザートムースベース　マンゴー ＵＨＰピンクグァバ（加糖）

カフェ用フレーバーソース　和栗 中華デザートムースベース　ココナッツ風味 ナタリーズフローズン　オレンジジュース

モナフィット　ゴールデンパインアップルジュレ

＜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

お湯を加えるだけで、まろやか
なチョコレートドリンクに　お手軽
2本セット

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

＜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

お湯を加えるだけで、まろやか
なチョコレートドリンクに　ご家庭
用20本入り

沖縄県産の黒糖と海水塩を使
用 黒糖が持つ、芳醇な香りとコク

＜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

お湯を加えるだけで、まろやか
なチョコレートドリンクに　ご家庭
用20本入り×10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　ほどよ
い甘さ

＜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

お湯を加えるだけで、まろやか
なチョコレートドリンクに　ギフト
に最適な30本入り

＜メキシコ産＞
まったりとした食感のマンゴー

＜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

キャップ付きボトル型の使いやすい
チョコレートのソース　パンケーキや
アイスにかけて

＜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

＜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

キャップ付きボトル型の使いやすい
黒みつ
パンケーキやアイスにかけて

＜アメリカ産＞鮮やかな赤色
と、非常に強い酸味　ジャムや
お菓子作りの材料に

＜北米産ブルーベリー果汁使用
＞渋みと酸味をバランスよく表現

しっかりと甘さのあるラズベリー
のソース

＜アメリカ産＞ブルーベリー、ラ
ズベリー、ブラックベリーと＜
ポーランド産＞レッドカーラント

さわやかな苦みでのどごしすっきり
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

＜南アフリカ産＞
ドリンクや料理に幅広く使いやすい

本品1本で3L分のドリンクが出
来る（本品1：水2で混ぜる）パル
プリッチで手搾り感がある

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

＜南アフリカ産＞
そのままでも、ゼリーなどの材
料などにも

発酵により野菜の苦みや青臭さ
をおさえ、旨みをアップ　飲みや
すく植物性乳酸菌（殺菌）が豊富

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

＜チリ産＞
大人気のストロベリーダイス

お求めやすい3本セット
300円お得

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

＜コスタリカ産＞
自然の美味しさをそのまま楽し
める甘酸っぱさ

こだわり抜いたハイエンドコー
ヒー　苦みの後に、まろやかな
甘み

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

＜アメリカ産＞
日本でもなじみの深いフジ種
ヨーグルトに混ぜたり

デカフェにして、コクがあり味わ
い深く香りも豊か

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

＜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）

ﾘｷｯﾄﾞｺｰﾋｰ明珠在手×2本
ﾘｷｯﾄﾞﾃﾞｶﾌｪ水急不流月×1本
化粧箱に入れて包装したセット

よく冷やして容器の口栓から注ぎ
出せるゼリー　ストロベリー風味

＜メキシコ産＞果肉が残ったア
ボカド　皮むき、種取りが不要
で使いやすい

本品1：牛乳3で混ぜ合わせる
お好みの濃さでどうぞ

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
出来上がる

<ベトナム産＞
程良い甘さに加糖した、ピンク
グァバのピューレ　ヨーグルトや
牛乳と合わせて

国産のくりペーストを使用した
ソース　コーヒーやミルクに混ぜ
たり、デザートのトッピングに

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
出来上がる

フロリダで育った、完熟果実の
美味しさ　解凍してお召し上がり
いただくジュース

販売価格 販売価格 販売価格商品№ 商品名 商品№ 商品名 商品№ 商品名

¥350 ¥150 ¥400

¥350 ¥1,100 ¥400

¥350 ¥10,000 ¥400

¥350 ¥1,700 ¥300

¥350 ¥300 ¥400

¥400 ¥300 ¥100

¥400 ¥100 ¥200

¥350 ¥500 ¥400

¥550 ¥500 ¥400

¥750 ¥500 ¥450

¥1,950 ¥500 ¥450

¥1,080 ¥500 ¥100

¥1,620 ¥500 ¥600

¥3,780 ¥100 ¥300

¥350 ¥450 ¥200

¥350 ¥200 ¥750

（１本あたり￥650）

品切れの場合はご容赦下さい。
通販価格は直営オンラインショップでの販売価格一例です。価格は税込みです。

インターネット注文がおすすめ
こちらから→

2021オータムセール予約販売　商品一覧

ご注文締切 ： 2021 年 8 月 30 日（月）
インターネット注文フォーム限定商品もございます。
画面が見にくい場合は、画面を横向きにしてお試し下さい。

83％off数量
限定

リピーター

続出！
リピーター

続出！

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！

訳あり！

訳あり！

訳あり！
数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

79％off

83％off

84％off

70％off

83％off

69％off

賞味期限2021/11/22

賞味期限2021/9/17

賞味期限2021/9/26

賞味期限2021/9/30

賞味期限2021/11/30

賞味期限2022/1/13

賞味期限2022/2/10

33％off

41％off

53％off

41％off

数量
限定

数量
限定

数量
限定

71％off
数量
限定

賞味期限2022/8/31



2021オータムセール予約販売　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） TEL 080-4341-1389 （開催中）
E メール　netshop@marugen.com

FAX   03-5631-3150

ご注文締切 ： 2021 年 8 月 30 日（月）

 

ご注文を頂きましたら、 注文内容、 請求額記載の
受注確認書を返信致します。
品切れの場合はご容赦下さい。

TEL

EメールFAX

住所　〒氏名（フリガナ）
都 道

府 県

様　

①ご注文者

※返信が無い場合はお手数ですが、 下記までご連絡下さい。

⑤お届け先

弊社記入欄

配達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　

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
： 会場でお支払いか、 宅急便コレクト （代金引換）※有料を選択して下さい。
　※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 E メールまたは FAX にてご案内します。

〈常温品〉

300 ～ 1,000ml の商品 12 個程度が 1 個口の目安です。

〈冷凍品〉

300g ～ 500g の商品 12 ～ 15 袋 （6kg） 程度が 1 個口の目安です。

※常温品と冷凍品は別口になり、 それぞれの送料を頂戴致します。

本州
北海道・

四国・九州
沖縄・離島

常温品 ¥900 ¥1,200 ¥2,000
冷凍品 ¥1,200 ¥1,500 ¥2,300

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№

（E メールを是非ご記入下さい。 今後ご希望の方には E メールでご案内をさせて頂きます）

＜注文方法＞
１）インターネット
　　右にアクセスしご注文下さい。

２）FAX　下記①～⑤太枠内の必要事項を記入しFAX下さい。

おすすめ‼

別途送料を頂戴致します。
詳細は下記 「配達について」 を
ご確認下さい。

商品を会場でお受け取りの場合は、 ご来場日時を選択して下さい。 商品は配達、 支払いは会場の場合はご来場日時を選択して下さい。
商品は配達、 お支払いはコレクト利用の場合は選択して下さい。

③商品お受け取り方法　④お支払い方法　（会場では現金、 PayPay でお支払い頂けます。）

会場

配達※有料　発送日 9 月 11 日 （土）

□9 月 10 日 （金） 15:00-19:00 会場でお受け取り - 支払い

□9 月 11 日 （土） 10:00-14:00 会場でお受け取り - 支払い

別途手数料 330 円を頂戴致します。
詳細は下記 「配達について」 をご確認下さい。

価格は税込みです

□9 月 10 日 （金） 15:00-19:00 会場で支払い

□9 月 11 日 （土） 10:00-14:00 会場で支払い

□宅急便コレクト （代金引換）※有料

締切後のご注文はお受け出来ませんことを、ご了承下さい。


	注文書表_2021秋.pdf
	注文書裏_2021秋.pdf
	ご案内裏_2021秋.pdf
	ご案内表_2021秋.pdf

