
ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＥＴ

有機醤油セット

MYN-15　　　有機生（なま）醤油・醇生720ml … 1本

MYH-15　　　有機純正醤油（濃口）・醇香720ml … 1本

MYJ-30　　　有機生（なま）醤油・醇生720ml、有機純正醤油（濃口）・醇香720ml … 各 1本

MYJ-10　　　有機生（なま）醤油 新鮮ボトル200ml、有機純正醤油 新鮮ボトル200ml … 各 1本

MYJ-25　　　有機生（なま）醤油 新鮮ボトル200ml … 3本、有機純正醤油 新鮮ボトル200ml … 2本

(1321)

(1331)

(8985)

(6165)

(8789)

①

②

③

④

⑤

1,500円小売価格（税込）

1,500円小売価格（税込）

3,000円小売価格（税込）

1,080円小売価格（税込）

2,700円小売価格（税込）

1,500円小売価格（税込）（税込）

①（MYN-15）　　　②（MYH-15）　　　③（MYJ-30）

④（MYJ-10）　       　　　　⑤（MYJ-25）

新登場 新登場

新登場 新登場

- 安心安全とおいしいをお届けします -
夏のギフトカタログ
令和元年 (2019年)



MY-31

有機純正醤油 濃口 セット

・ 純正醤油〈濃口〉

　　紙パック (550ml)…５本

・有機純正醤油〈濃口〉

　　紙パック (550ml)…５本

3,348円

(7731)

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＥＴ
小豆島
特選

小売価格（税込）

MD-28

有機純正醤油 濃口 セット

・有機純正醤油〈濃口〉

　　ペットボトル (１L)…３本

・ 純正醤油〈濃口〉

　　ペットボトル (１L)…３本

3,024円

(7701)

小売価格（税込）

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＥＴ
小豆島
特選

MG-31

マルシマセット

・ 純正醤油(550ml)…２本

・まろやか酢の物(300ml)…１本

・金胡麻ごまの香り(280ml)…１本

・はっさくレモンぽん酢(200ml)…１本

・有機純正醤油(550ml)…２本
・まろやか酢の物(300ml)…１本

・金胡麻ごまの香り(280ml)…１本

・はっさくレモンぽん酢(200ml)…１本

3,100円

(7720)

小売価格（税込）

HC-27

有機へべす・調味酢セット

2,700円

(8983)

小売価格（税込）

・有機

・有機

・有機

・ へべす香汁(100ml)…１本

・ だしぽん酢(200ml)…１本

・ 酢の物じょうず(300ml)…1 本

・金胡麻ごまの香り(280ml)…１本

H-27

有機へべすセット

・

・

・有機へべす香汁(100ml)…２本

・有機だしぽん酢(200ml)…２本

2,700円

(8229)

小売価格（税込）

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＥＴ

TSU-54

マルシマ佃煮セット

・ちりめんわかめ(40g)・梅ひじき(40g)
・じゃこ飯の素(30g)・塩吹昆布(35g)
・ひじきごはんの素(40g)
・生姜でごはん(70g)・わかめ生姜(90g)
・天然岩のり入りのり佃煮(95g)
・山椒ちりめん佃煮(45g)・手ほぐし天然紅鮭(60g)
・海鮮惣菜おかわりいっぱい(100g)…各１個 5,400円

(8974)

小売価格（税込）

(40g)

(90g)

手ほぐし天然紅鮭(60g)
…各１個 5,400円

MW-30

和食調味料セット①

・ 純正醤油(550ml)…３本

・焼きだし(5g×24)…１箱

・有機純正醤油(550ml)…３本

・焼きだし(5g×24)…１箱

3,240円

(7722)

小売価格（税込）

MW-28

和食調味料セット②

・・有機純正醤油(550ml)…３本

・本枯れ和風だし(200g)…１袋

3,024円

(7723)

小売価格（税込）3,240円小売価小売価格（税込）（税込）（税込）

MW-24

和食調味料セット③

・・有機純正醤油(550ml)…２本

・焼あごだし(8g×20)…１袋

2,755円

(7716)

小売価格（税込）

MWC-37

和食調味料セット④

・・有機純正醤油(550ml)…２本
・本枯れ和風だし(8g×24)…１箱

・山椒ちりめん(45g)…１個

・わかめ生姜(90g)…１個

・天然岩のり入りのり佃煮(95g)…１個 4,039円

(8981)

小売価格（税込）
(95g)…１個 4,0394,039

へべす (平兵衛酢 )

宮崎県日向特産の香酸柑橘です。

フルーティでさわやかな酸味と

まろやかな風味が特徴です。

ORGANIC ITEM +

ORGANIC ITEM +

ORGANIC ITEM +

ORGANIC ITEM +

ORGANIC ITEM +

ORGANIC ITEM +

TKY-20

天然醸造 国産有機しょうゆ２本セット

・天然醸造国産

しょうゆ（500ml）…２本

・天然醸造国産

　有機しょうゆ（500ml）…２本

2,160円

(7711)

小売価格（税込）

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＥＴ
小豆島
特選

-  2  -



MK-16

杉樽醤油 (復刻 )ギフトセット

・杉樽醤油(復刻版）（500ml）…２本・杉樽醤油(復刻版）（500ml）…２本

1,750円

(7576)

小売価格（税込）

小豆島
特選

新登場 MK-22

杉桶醤油ギフトセット

・天然醸造杉桶醤油（900ml）…２本

2,376円

(7703) 小豆島
特選

小売価格（税込）

(旧)杉樽仕込ギフトセットです。

商品名、ラベルデザインが変更されました。

SF-027

瀬戸内味三昧

・しっとりふりかけひじき(40g)…５種
　 (生姜、しそ、梅、かつお、ちりめん)
・ひじきごはんの素（40g）…１個
・じゃこ飯の素（30g）…１個
・えびいりこふりかけ（30g）…１個

2,980円

(8984)

小売価格（税込）

US-30

宇戸平さんの紀州梅干し 仙人梅

・仙人梅(800g)…１個

3,240円

(7732)

小売価格（税込）

化学合成農薬・化学肥料不使用

O-30

田舎みそ<ポリ樽・ダンボール入り>

・田舎みそ（4kg）…１箱

3,240円

(7712)

小売価格（税込）

GOC-28

ごはんのおともセット

・生姜でごはん(70g)…１個

・わかめ生姜(90g)…１個

・天然岩のり入りのり佃煮(95g)…１個

・山椒ちりめん佃煮(45g)…１個

・手ほぐし天然紅鮭(60g)…１個

・海鮮惣菜おかわりいっぱい(100g)…１個 3,056円

(8982)

小売価格（税込）

1,750円（税込） 小売価

商品名、ラベルデザインが変更されました。

SF-027

SD-26

杉桶醬油・和風だしセット

・天然醸造杉桶醬油(200ml)…３本

・本枯れ和風だし(8g×24)…１箱

2,808円

(7766)

小売価格（税込）

2,3762,3762,376円円円

(旧)杉樽仕込ギフトセットです。(旧)杉樽仕込ギフトセットです。

ラベルデザインが変更されました。ラベルデザインが変更されました。ラベルデザインが変更されました。

2,3762,3762,3762,376円円円円円円小売価格（税込）

SD-30

杉桶醬油・かつおだしセット

・天然醸造杉桶醤油(200ml)…3 本

・かつおだしの素(10g×50)…1 箱

3,240円

(7708)

小売価格（税込）

小豆島
特選

SD-16

杉桶醬油３本セット

・天然醸造杉桶醬油(200ml)…３本

1,728円

(7798) SF-027

瀬戸内味三昧瀬戸内味三昧

SF-027

杉桶醬油３本セット 瀬戸内味三昧瀬戸内味三昧

・

杉桶醬油３本セット 瀬戸内味三昧

 (生姜
・
・

(200ml)…３本

・

1,728円1,728円

小豆島
特選

小売価格（税込）

 MG-8

有機玄米甘酒セット

・国内産 玄米甘酒

  ( 濃厚タイプ )(170g)…２個

・国内産有機玄米甘酒

  ( 濃厚タイプ )(170g)…２個

864円

(8230)

小売価格（税込）

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＥＴ

MG-18

マルシマセット

・生姜湯 (8g×15 袋 )…１個

・国産 きな粉 (100g)…１個

・生姜湯 (8g×15 袋 )…１個

・国産有機きな粉 (100g)…１個

1,800円

(8568)

小売価格（税込）

ORGANIC ITEM +

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＳＥＴ

 YC-25

有機セット(玄米甘酒(濃厚)・へべす香汁)

・国内産

・

・国内産有機玄米甘酒
　　　　　　　　濃厚タイプ (170g)…5 個

・有機へべす香汁 (100ml)…1 本

2,700円

(6581)

小売価格（税込）

へべす香へべす香へべす香へべす香汁汁))

　　　　　　　　濃厚タイプ (170g)…5 個

700円

-  3  -



◆詳しくは、取扱店へお問い合せください。
株式会社純正食品マルシマ　
〒722-0051　広島県尾道市東尾道 9番地 2
ＴＥＬ０８４８－２０－２５０６
ＦＡＸ０８４８－２０－２３６３

マルシマ 検  索 2019.5

◆１ヶ口１配送先につき送料648円必要です。
※沖縄、離島につきましては別送料１ヶ口1,620円となります。

包装紙について

弊社では、環境に配慮して簡易包装でお届けしています。

包装をご希望の場合は、ご注文時に右記の２種類からご指定ください。

(9904)マルシマ (9905)バラエティー

生命を育む“植物”の力を集めた「レトルト葛湯」です。

本葛だから身体にやさしい。葛の根からとれる本葛に

蓮根の節、生姜、小豆などを加えた和スイーツです。

生命を育む“植物”の力を集めた「レトルト葛湯」です。

本葛だから身体にやさしい。葛の根からとれる本葛に

蓮根の節、生姜、小豆などを加えた和スイーツです。

生命を育生命を育生命を育生命を育生命を育生命を育生命を育むむむむ“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物“植物”の力を集めの力を集めの力を集めの力を集めの力を集めの力を集めの力を集めの力を集め

本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい本葛だから身体にやさしい。。。。葛の根からとれる本葛に葛の根からとれる本葛に葛の根からとれる本葛に葛の根からとれる本葛に

蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節蓮根の節、、、、生姜生姜生姜生姜生姜、、、、小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ小豆などを加えた和スイ

ボタニカル

KZ-30

とろ～り葛アソート

・葛 (KUZU) プレーン＜レトルト＞(100g)…5 個

・葛 (KUZU) 生姜＜レトルト＞(100g)…5 個

・葛 (KUZU) 小豆＜レトルト＞(100g)…5 個 3,240円

(9277)

小売価格（税込）

（Ｓ-１７）

（Ｓ-３２、４３）

（ＳＴ-２２）

（Ｓ-３２、４３）

（ＳＴ-２２）

S-17　　　　0.9kg…50g×18 束 ( 化粧箱入り )

S-32　　　　2kg…50g×40 束 ( 化粧箱入り )

S-43　　　　3kg…50g×60 束 ( 化粧箱入り )

2,052円

3,672円

4,968円

(7827)

(7826)

(7825)

小売価格（税込）

小売価格（税込）

小売価格（税込）

小豆島手延べそうめん

夏季限定 国内産小麦

強いコシ こまやかな風味

手延べ製法

手延べそうめん (250g)…３袋、つゆ彩々 (400ml)…１本

ST-22　　　 小豆島手延べそうめん・つゆセット

2,440円

(7761)

小売価格（税込）

夏季限定

①（MOR-20）　　         ②（MOR-34）　　　        ③（MOM-22）　       　  ④（MOM-40）　       　　  ⑤（MAR-21）

ラーメン
（イメージ）

まぜ麺
（イメージ）

新登場 新登場 新登場

牛・豚・鶏原料不使用 植物素材なのにコッテリダレ

ピリ辛がたまらない！！
尾道ラーメン、尾道まぜ麺セット

MOR-20　　　尾道ラーメン…10 食

MOR-34　　　尾道ラーメン…20 食

MOM-22　　　尾道まぜ麺…10 食

MOM-40　　　尾道まぜ麺…20 食

MAR-21　　　尾道ラーメン、尾道まぜ麺…各 5食

(2722)

(2808)

(7774)

(2828)

(7773)

①

②

③

④

⑤

2,160円小売価格（税込）

3,888円小売価格（税込）

2,420円小売価格（税込）

4,406円小売価格（税込）

2,290円小売価格（税込）




