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その① 以外に知らない「お供え物」の意味とは・・・
                              
その② 活動報告！話題の「全国ふりかけ GP」出展！
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まずはこちら・・・

これまでのあらすじ・・・デヴィ夫人に「美味しい」と言わしめた食べる唐からしふりかけを引っさげ、満を持
して参加した展示会。そこでご試食頂いた、業界で知らぬ者はいないと言われている某会長に、全く的外れなダ
メ出しを言われてしまい、涙・涙・涙。
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裏面もどうぞ→

特集

意外と知らない「お供え物」の選び方とは・・・
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ドライフルーツ・ふりかけ各種
「大人気！海と山の幸スープ」
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ご注文は先着順にて承ります！
以上、マルシンフーズ営業部隊 高橋・一ノ瀬・唐澤・川手・飯沼が
皆様との繋がりをずっとお待ちしております！
ご連絡はお気軽にどうぞ！
      マルシンフーズはこちら
TEL 0265-76-8078
FAX 0265-76-8182
Mail:info@marushinfoods.co.jp

新商品のご案内

商品コンセプト

故人を偲ぶ 「お供え菓子」として「贈って喜ばれ、頂いて嬉しい」 そんな、心通う新感覚なお供え菓子です。

内容量

22×2

荷姿

商品名

荷姿

180g

参考上代

商品名

内容量

18×2

賞味期限

商品名

荷姿

200ｇ

参考上代

商品名

内容量

18×2

賞味期限

商品名

荷姿

260ｇ

参考上代

ドライフルーツアソート

内容量

20×2

賞味期限

フルーツドームＪｒ

荷姿

240g

参考上代

オープン

フルーツドーム

内容量

15×2
賞味期限

180日

フルーツ家族Jr(新）

370g
参考上代

オープン

フルーツ家族(新）

賞味期限

180日

ＪＡＮコード

オープン

ＪＡＮコード

4537221 208879

180日

ＪＡＮコード

4537221 212630

単品サイズ
ケースサイズ
縦
140 ｍｍ 縦 320 ｍｍ
横
140 ｍｍ 横 320 ｍｍ
高
50 ｍｍ 高 280 ｍｍ
重量 220 g 重量 5340 g
セールスポイント
甘酸っぱいドライフルーツが９種
類も入った、お徳で楽しいアソート
です。お手頃価格なので、プレゼ
ントにも自分使いにも是非どう
ぞ！

オープン
ＪＡＮコード

4537221210414

単品サイズ
ケースサイズ
縦
125 ｍｍ 縦 340 ｍｍ
横
110 ｍｍ 横 340 ｍｍ
高
75 ｍｍ 高 170 ｍｍ
重量 220 g 重量 4460 g
セールスポイント
フルーツドームのミニバージョンで
す。サイズ・価格ともにリーズナブ
ルで、若い方も手に取りやすい可
愛いデザインに仕上げました。

180日

ＪＡＮコード

4537221207919

単品サイズ
ケースサイズ
縦
140 ｍｍ 縦 390 ｍｍ
横
125 ｍｍ 横 390 ｍｍ
高
90 ｍｍ 高 200 ｍｍ
重量 320 g 重量 6200 g
セールスポイント
10種類のドライフルーツプラスバ
ナナチップをボリューム満点に詰
合わせました。オシャレな容器で
演出しています。

600円

4537221212388

単品サイズ
ケースサイズ
縦
110 ｍｍ 縦 520 ｍｍ
横
180 ｍｍ 横 355 ｍｍ
高
60 ｍｍ 高 145 ｍｍ
重量 260 g 重量 5700 g
セールスポイント
フルーツ家族が扱いやすくミニサ
イズに。お子様からご年配の方ま
で、ご家族みんなでお手軽にドラ
イフルーツをお楽しみください。

180日

単品サイズ
ケースサイズ
縦
130 ｍｍ 縦 420 ｍｍ
横
180 ｍｍ 横 320 ｍｍ
高
65 ｍｍ 高 210 ｍｍ
重量 405 g 重量 6400 g
セールスポイント
フルーツ家族のニューバージョン
です。中身をリニューアルして、ボ
リュームと重量感を再現していま
す。自宅使いにも、贈り物にもぴっ
たりの一品です。

㈱マルシンフーズ

