Mars,Inc. 有限会社マーズ

TSUBOI-YA Series

〒236-0031 神奈川県横浜市
金沢区六浦１丁目１-１２ 野尻ビル２ＦＣ号室
TEL 045-786-1140 / FAX 045-520-6699
Mail info@mars-inc.co.jp URL http://mars-inc.co.jp

TOKOROTEN

◀掛け率が異なりますのでお問い合わせください

「香り豊かな天草100%を使用」
日本でとれる天草は現在激減しており、非常に貴
重なものになっております。寒天粉を一切使ってい
ない100％天草を使用しております。開封した瞬
間、磯のかおりが漂う風味をお楽しみください。

ところてん
￥400＋消費税
LOT：2
● サイズ
（約）
：よこ9×たて9×高さ8ｃｍ
● 内容量:200g
● 賞味期限：最大で90日
● 味：2種類

※納品までにお時間頂く場合がございます。
フレーバーにより原材料が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください

国産天草使用のところてん。1つ1つ手作業
で作った折り鶴も同封されています。折り紙は
日本の伝統的文化。海外の方にも喜ばれる
パッケージも魅力です。

国産天草使用。酢醤油・青のり・辛子、
フォーク
が付属しております。

国産天草使用。黒蜜が付属しております。

酢醤油

黒蜜

4 560311 730943

4 560311 730950

涼味セット
￥550＋消費税
LOT：2
● サイズ
（約）
：よこ15×たて15×高さ4.5ｃｍ
● 内容量:100g
● 賞味期限：最大で90日
● 味：4種類
国産天草使用。みかん、
ぎゅうひ、黒蜜が
付属しております。

※納品までにお時間頂く場合がございます。
フレーバーにより原材料が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください

みつまめ

4 560311 730967

国産素材を使用。
「おいしい」バランスを吟味
した逸品です。
味とともに香りや歯ざわりもお楽しみください。

国産蒟蒻粉使用。からし酢味噌が付属しており
ます。こんにゃくの緑色は「青のり」
を使用。食べ
た瞬間、
とろっとした歯ざわりがなんとも食べ応え
抜群です。

国産天草使用。黒蜜が付属しております。寒天
のつゆにもほのかな甘みがあり、
さっぱりといた
だけます。

国産葛粉使用。黒蜜が付属しております。寒天
のつゆにもほのかな甘みがあり、
さっぱりといただ
けます。

さしみこんにゃく

まめかん

くずきり

4 560311 730974

4 560311 730981

4 560311 730998

※品質改善のため、素材、仕様等を予告なく変更する場合がございます。
※折り鶴の素材、色柄等は入荷時により画像とは異なる場合もございます。

Mars,Inc. 有限会社マーズ

MIYAKO BERRY FARM Series

CONFITURE & MARMALADE & TEA
▶MIYAKO BERRY FARM Seriesは掛け率が異なりますのでお問い合わせください

〒236-0031 神奈川県横浜市
金沢区六浦１丁目１-１２ 野尻ビル２ＦＣ号室
TEL 045-786-1140 / FAX 045-520-6699
Mail info@mars-inc.co.jp URL http://mars-inc.co.jp

「農園より添加物無添加手作りで」
山梨県北杜市明野町の農園で、国内では希少なラ
ズベリーを無農薬無化学肥料で栽培。収穫時は完
熟のものだけをひとつひとつ丁寧に手摘み。加工品
は、果物の風味を大切にし、全て添加物無添加で
手作りしています。

Miyakoベリーファーム

コンフィチュール
100g(参考上代:￥980＋消費税)
150g(参考上代:￥1,280＋消費税)
45g(参考上代:￥480＋消費税)
LOT：2
● サイズ
（約）
：直径5.5×たて7.3ｃｍ(100g)
直径5.5×たて8.6ｃｍ(150g)
幅5.8×高さ4.2×奥行き5.6ｃｍ(45g)
● 賞味期限：最大で5ヶ月

ラズベリー100g

ブラックベリー100g

4 560311 730745

4 560311 730769

フレッシュなラズベリーの風味
をそのまま感じていただける一
押しの定番コンフィチュール。

大実の生食用ブラックベリー
を種ごとピューレにし、
フレッ
シュな感じに独特のコクがプ
ラス。

ラズベリー150g

ブラックベリーショコラ 45g

4 560311 730752

4 560311 730776

フレッシュな果物の風味が感じられるよう、

ブラックベリーコンフィチュー
ルにビターなオーガニックチョ
コを併せたスイーツ感覚のプ
チ贅沢コンフィチュール。

やさしい甘味の粗糖を使用し、低糖度に仕
上げています。

Miyakoベリーファーム

マーマーレード
100g(参考上代:￥980＋消費税)
45g(参考上代:￥480＋消費税)
LOT：2
● サイズ
（約）
：直径5.5×たて7.3ｃｍ(100g)
幅5.8×高さ4.2×奥行き5.6ｃｍ(45g)
● 賞味期限：最大で5ヶ月

無農薬の国産柑橘を、果肉の薄皮をひと
つひとつ丁寧に取り除き、果汁ごと煮詰め

紅八朔100g

国産レモン100g

獅子柚子＆伊予柑ショコラ 45g

た非常に手間のかかった商品です。それぞ
れの柑橘の特徴を生かし、丸ごとの柑橘本

4 560311 730783

4 560311 730790

4 560311 730806

来の風味をそのまま感じていただける一品

紅八朔の独特の苦味が癖になる一品。
房の薄皮を外し、果肉とワタ全てを使用。
透き通った黄金色が何とも美しい。

無農薬栽培の国産レモンのマーマレード。
風味豊かでマイルドな酸味で、何ともさわ
やかなマーマレード。

果実をまるごと使ったマーマレードをピュー
レ状+チョコレートで「オランジェット風味
」。ほんのりとリキュールで華やかさプラス。

に仕上げています。

Miyakoベリーファーム
ラズベリーハーブティー
参考上代:￥780＋消費税

Miyakoベリーファーム
フルーツティー
参考上代:￥780＋消費税

LOT：2
● サイズ
（約）
：幅8.1×高さ8.1×奥行き6ｃｍ
● 賞味期限：最大で5ヶ月

LOT：2
● サイズ
（約）
：幅8.1×高さ8.1×奥行き6ｃｍ
● 賞味期限：最大で5ヶ月

手作り無添加のドライフルーツを可愛ら
しいネコ瓶に詰め込んだ人気商品。果
ドライラズベリーのさわやかな香りと酸味が

物の自然の甘さだけで味わう体にやさし

感じられる、
くせがなく飲みやすいハーブ

いフルーツティー。
ドライフルーツとしてそ

ティー。無農薬栽培品で安心して飲用可。
ねこ瓶の可愛らしさも目を引く商品。

のまま食べたり、
ヨーグルトに入れたりと

4 560311 730813

使いみちも色々。

※納品までにお時間頂く場合がございます。※品質改善のため、素材、仕様等を予告なく変更する場合がございます。
※商品により内容量、原材料が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

4 560311 730820

Mars,Inc. 有限会社マーズ

MINOYA Series

〒236-0031 神奈川県横浜市
金沢区六浦１丁目１-１２ 野尻ビル２ＦＣ号室
TEL 045-786-1140 / FAX 045-520-6699
Mail info@mars-inc.co.jp URL http://mars-inc.co.jp

YOKOHAMA ARARE

◀掛け率が異なりますのでお問い合わせください

「純もち米100%美味しい柿の種」
昭和4年創業小港・美濃屋あられ製造本舗の「柿の
種」。
「純もち米100%」の生地に信州でオリジナル醸
造された特製の濃口醤油、
白醤をベースにしたタレで
丁寧に仕上げています。国内はもとより古くから世界
中で親しまれています。

横浜あられ
￥400＋消費税
LOT：2
● サイズ
（約）
：よこ6×たて12×奥行き3.5ｃｍ
● 賞味期限：最大で120日(横濱ビア柿/スモークピー柿/横濱塩ダレ)
最大で150日(横濱オリビア/横浜ナポリタン/横浜胡麻担担)
● 味：6種類

辛口、濃口、
ビールにピッタリ！ビール発
祥の地、横浜ならではのビールにピッタ
リの柿ピーです。

※納品までにお時間頂く場合がございます。
フレーバーにより内容量、原材料が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください

横濱ビア柿

4 560311 730875

オリーブオイルをベースに、黒胡椒、に
んにく、唐辛子を使ったスパイシーな旨
味がビールに合うあられです。

塩・胡 椒・香 味 野 菜を使った、塩ダレ
風。
ビールにピッタリのあられです。

横浜老舗コラボ。創業150年を超える
胡麻油メーカー
「岩井の胡麻油」のねり
胡麻と胡麻辣油を使用しています。

横浜発祥のナポリタンをあられで再現。
懐かしい洋食屋さんの味。日本で最初
に、横浜で作られたケチャップ「清水屋
ケチャップ」使用です。

横浜の燻匠、横浜燻製工房さんに特
別に燻製してもらったスモークピーナッ
ツを使った柿ピーです。

横濱オリビア

横濱塩ダレ

横浜胡麻担担

横浜ナポリタン

スモークピー柿

4 560311 730882

4 560311 730929

4 560311 730912

4 560311 730905

4 560311 730899

横浜あられセレクト
￥700＋消費税
LOT：2
● サイズ
（約）
：よこ15×たて25ｃｍ
● 内容量：1袋に10個入り
● 賞味期限：最大で120日

※納品までにお時間頂く場合がございます。

横浜胡麻担担／横濱塩ダレ／横濱ビア
柿／横濱オリビア／横浜ナポリタンの5
味が楽しめるセットです。

フレーバーにより原材料が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください

4 560311 730936

