




商品名

1 アルフォンソ・マンゴー　果汁３０％

1000ml・常温品

2 カラバオ・マンゴー　果汁３０％

1000ml・常温品

3 ゴールデンパインアップル１００％ジュース

1000ml・常温品

4 フロリダオレンジ１００％ジュース

1000ml・常温品

5 青森りんご１００％ジュース

1000ml・常温品

6 ３０％白桃ドリンク（国産白桃使用）

1000ml・常温品

7 ２０％ブルーベリードリンク

1000ml・常温品

8

1000ml・常温品

9

500ml・常温品

１００％グレープフルーツジュース

10

11

12 カフェ用フレーバーソース ジンジャー

500ml・常温品

15 フローズンデザートベース　メロン

1000ml・常温品

16 フローズンスムージーベース　赤メロン（カンタロープ）

1000ml・常温品

13 カフェ用フレーバーソース さくら

300ml・常温品

14 カフェ用フレーバーソース ピスタチオ

300ml・常温品

17 チーズソース（リキッドタイプ）

800g・常温品

濃縮コーヒー（無糖）（4倍希釈）

500ml・常温品

濃縮紅茶（ミルクティー用無糖）（4倍希釈）

500ml・常温品

18

30g×2本・常温品

19 チョコレートドリンクベース 6本入
ビーズリボンのゴムタグ付き

20 チョコレートドリンクベース 20本入

30g×20本・常温品

21 チョコレートドリンクベース 20本入×10箱
30g×20本×10箱・常温品

22 チョコレートドリンクベース 30本入

30g×30本・常温品

26 フルーツデザート ブルーベリー

500g・常温品

27 フルーツデザート ストロベリー

500g・常温品

29 フルーツデザート アップル

500g・常温品

30 フルーツデザート キウイフルーツ

500g・常温品

28 フルーツデザート クランベリー

500g・常温品

23 モナフィット ホワイトピーチジュレ

500g・常温品

24 モナフィット キウイフルーツジュレ

500g・常温品

25 モナフィット ゴールデンパインアップルジュレ

500g・常温品

31 トッピングスクイズボトル ブルーベリー

330g・常温品

32 トッピングスクイズボトル ストロベリー

330g・常温品

33 トッピングスクイズボトル チョコレート

350g・常温品

34 トッピングスクイズボトル 黒みつ

360g・常温品

35 やわらかムースベース 杏仁

500ml・常温品

36 やわらかムースベース ミックスベリー

500ml・常温品

37 コーヒーゼリー（エスプレッソ仕様）

720ml・常温品

38 黒糖ゼリー

720ml・常温品

39 紅茶ゼリー

720ml・常温品

40 ＩＱＦカットフルーツ マンゴーチャンク

300g・冷凍品

41 ＩＱFフルーツ　ブルーベリー

300g・冷凍品

42 IQFカットフルーツ ストロベリーダイス

500g・冷凍品

43 IQFカットフルーツ ストロベリーハーフカット

500g・冷凍品

44

45

ＵＨＰ　スイカ

500g・冷凍品

5×20％クランベリードリンクベース（5倍希釈）

チョコレートドリンクベース　2本入
アラベスク模様ラベル

30g×6本・常温品

すぐに使えるリキッドタイプ
チェダーチーズをベースにした
クリーミーなチーズソース　

5倍希釈用のコンクタイプ
割材に最適

希釈タイプのコーヒー
本品1に対し水3を加え、
よく混ぜ合わせて下さい

希釈タイプの紅茶
本品1に対し牛乳3を加え、
よく混ぜ合わせて下さい

国産の生姜ペーストを使用し、生姜
本来の風味と辛さを引き出したフレ
ーバーです

4倍希釈用のメロンシロップ
炭酸水やミルク割りでもお楽しみ
いただけます

2倍希釈用の赤メロンシロップ
炭酸水やミルク割りでもお楽しみ
いただけます

さくらをイメージした本格的な味わいと、
華やかな桜色が特長です

ピスタチオの香ばしさとコク
鮮やかな緑色のソース

＜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
甘みです

すっきりとした喉ごしと

ナチュラルな味わい

＜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
手搾り感を楽しめます

お湯を加えて混ぜるだけで、
手軽に本格的なチョコレート
ドリンクを楽しめます　

高級感のあるビーズ付きリボン
のゴムタグでとめています

お湯を加えて混ぜるだけで、
手軽に本格的なチョコレート
ドリンクを楽しめます

20本入りが10箱入った
お得なセット

高級感のあるパッケージで
ギフトに最適です

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

ボトル型の使いやすい
ブルーベリーソース
ヨーグルトやアイスにかけて

ボトル型の使いやすい
ストロベリーソース
ヨーグルトやアイスにかけて

＜ベトナム産＞
100％スイカ　解凍してその
ままお召し上がり頂けます　

＜メキシコ産＞
濃厚な甘さと香りの
まったりとした食感

＜アメリカ産＞
まろやかな甘さ
大粒で食べ応え抜群

ボトル型の使いやすい
チョコレートソース
パンケーキやアイスにかけて

同量の冷たい牛乳と混ぜ合わせる
だけでムースが出来上がります
やわらかな食感

＜チリ産＞
大人気のストロベリーダイス

＜ペルー産＞
丁寧に半分にカットしたストロベリー
らしい三角形のハーフカット

同量の冷たい牛乳と混ぜ合わせる
だけでムースが出来上がります
やわらかな食感

インド産のアッサム種を使用
透明感のあるゼリー
ほどよい甘さ

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

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

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

ストロベリーの果実が
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

ブルーベリーの果実が
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

クランベリーの果実が
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

りんごの果実が
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

キウイの果実が
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

＜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

通常￥500 

通常￥500 

通常￥500 

通常￥500 

通常￥500 

通常￥545 

通常￥600 

通常￥500

通常￥870 通常￥710

通常￥710

通常￥730

通常￥1,020

通常￥965

通常￥500

通常￥500

通常￥530

通常￥530

通常￥835

通常￥320

通常￥800

通常￥1680

通常￥16800

通常￥2,800

通常￥710

通常￥730

通常￥730

通常￥730

通常￥730

通常￥730

通常￥400

通常￥400 

通常￥400

通常￥400

通常￥645

通常￥645

通常￥570

通常￥570

通常￥570

通常￥400

通常￥595

通常￥630

通常￥685

通常￥430 

通常￥650 

本体￥350

本体￥350

本体￥350

本体￥350

本体￥350

本体￥382

本体￥420

本体￥100

本体￥100 本体￥100

本体￥100

本体￥200

本体￥100

本体￥200

本体￥350

本体￥350

本体￥371

本体￥371

本体￥585

本体￥224

本体￥560

本体￥1,176

本体￥10,920

本体￥1,960

本体￥497

本体￥511

本体￥511

本体

本体

本体

￥100

￥100

￥100

本体￥280

本体￥280

本体￥280

本体￥280

本体￥452

本体￥100

本体￥399

本体￥399

本体￥399

本体￥280

本体￥417

本体￥441

本体￥479

本体￥200

本体￥100

(税込￥378)  

(税込￥378)  

(税込￥378)  

(税込￥378)  

(税込￥378)  

(税込￥412)  

(税込￥453)  

(税込￥108)  

(税込￥108)  (税込￥108)  

(税込￥108)  

(税込￥216)  

(税込￥108)  

(税込￥216)  

(税込￥378)  

(税込￥378)  

(税込￥400)  

(税込￥400)  

(税込￥631)  

(税込￥241)  

(税込￥604)  

(税込￥1,270)  

(税込￥11,793)  

(税込￥2,116)  

(税込￥536)  

(税込￥551)  

(税込￥551)  

(税込￥108)  

(税込￥108)  

(税込￥108)  

(税込￥302)  

(税込￥302)  

(税込￥302）  

(税込￥302)  

(税込￥488)  

(税込￥108)  

(税込￥430）  

(税込￥430）  

(税込￥430)  

(税込￥302）  

(税込￥450)  

(税込￥476）  

(税込￥517）  

(税込￥216)  

(税込￥108)  

季節のおすすめ

人気！

人気！

人気！

賞味期限2023/5/11
53％OFF

賞味期限2023/4/6

84％OFF

賞味期限2023/5/19
86％OFF

賞味期限2023/4/10
86％OFF

賞味期限2023/4/21
86％OFF

80％OFF
賞味期限2023/4/12

88%OFF
賞味期限2023/4/5

85%OFF
賞味期限2023/5/24

85%OFF
賞味期限2023/5/19

72%OFF
賞味期限2023/6/4

90%OFF
賞味期限2023/4/11

79%OFF
賞味期限2023/5/17

賞味期限2023/5/7
84％OFFまとめ買いで￥840 お得

2023春の地域還元セール予約販売商品一覧 ご注文締切　2023年3月12日（日）

※数量限定品は先着順となります。
※在庫の都合上、品切れとなる場合がありますので、予めご了承下さい。

ｍｏｎａモナ店舗の通常販売価格より30～90％OFFでのご案内となります。

予約品のお受け取りはｍｏｎａモナ店舗となります。

（一部商品を除く）

販売価格 商品名 販売価格商品№ 商品名 販売価格商品№商品№

はSDGs対応特価品です。

アボカドハーフカット
170g（ﾊｰﾌｶｯﾄ4個）・冷凍品  

　
＜メキシコ産＞

添加物一切なし

半割にして 種をくり抜き個包 装してあります
 

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

数量
限定

数量
限定

数量
限定



お問合せ先 ： 営業推進部
〒131-0043　東京都墨田区立花 4-1-5 アネックス 3F
TEL 03-3617-0123 （直通）
E メール　netshop@marugen.com

FAX   03-5631-3150

ご注文締切 2023 年 3 月 12 日（日）

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。

TEL

メールアドレス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
： Food＆Beverage ｍｏｎａ モナでのお支払いか、 宅急便コレクト （代金引換）※有料を選択して下さい。
　宅急便コレクトの場合は商品配達時に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 300 ～ 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

冷凍品

¥820
¥902（税込          　 ）

本体

¥1,120
¥1,232（税込　　　　          　 ）

本体

¥1,100
¥1,210（税込　　　　          　 ）

本体

¥1,400
¥1,540（税込　　　　          　 ）

本体

¥2,820
¥3,102（税込　　　　          　 ）

本体

¥3,120
¥3,432（税込　　　　          　 ）

本体

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№

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

＜注文方法＞ １)または２)の方法でご注文をお願いします。
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‼

③商品お受け取り方法　④お支払い方法　お支払い方法を選択して下さい　★セール期間中会場でお受け取りいただけます★

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。

２０２３春の地域還元セール予約販売 注文書

コレクト手数料 ：
（代引き手数料）

ご請求額合計
（税込）

コレクト手数料
（税込）

  ～￥9,999 ¥330
～￥29,999 ¥440
～￥99,999 ¥660

宅急便コレクトではご請求額により
上記手数料を頂戴致します。

ｍｏｎａ  モナ にて

ｍｏｎａ  モナ にて ｍｏｎａ  モナ にて

配達　（有料）

宅急便コレクト

受取・支払日に〇をして下さい 支払日に〇をして下さい

3/23（木）

3/24（金）

3/25（土）

3/27（月）

3/28（火）

10-19時

10-19時

10-19時

10-19時

10-19時

商品お受け取り方法

お支払い方法 □ □

3/23（木）発送

（有料）□

お支払い翌営業日に発送


