
元気万能たれ（200g） 597円（税込）

くろまるバラタイプ

（40g） 515円（税込）

くろまるバラタイプ

（80g）
1,030円（税込）

約2週間分約2週間分 約1ヵ月分約1ヵ月分

約1週間分約1週間分

黒にんにくのうまみたれ

（210g） 927円（税込）

黒にんにくのうまみたれ

（310g） 1,545円（税込）

くろまるバラタイプ

（31粒）
1,545円（税込）

くろぢから

　1袋（93粒）

宮崎県の3つの発酵黒パワー（発酵黒酢黒も
ろみ/発酵黒にんにく/熟成黒生姜）を凝縮し
たサプリメントです。

宮崎県の3つの発酵黒パワー（発酵黒酢黒も
ろみ/発酵黒にんにく/熟成黒生姜）を凝縮し
たサプリメントです。

黒にんにく屋さんの

黒ごまドレッシング（200g）

567円（税込）

黒にんにくと黒ごまがたっぷり入っており、
甘口のドレッシング。
サラダやしゃぶしゃぶ・お鍋にも最適です。

黒にんにくと黒ごまがたっぷり入っており、
甘口のドレッシング。
サラダやしゃぶしゃぶ・お鍋にも最適です。

食べたくて生姜ない

（80g） 700円（税込）

宮崎県産の生姜をたっぷりと使用し、ほんのり
甘い食べる生姜です。
【調理例】 白ごはんや、お酢のきいた酢飯に
 混ぜたり…。

宮崎県産の生姜をたっぷりと使用し、ほんのり
甘い食べる生姜です。
【調理例】 白ごはんや、お酢のきいた酢飯に
 混ぜたり…。

ブラックペッパー

（ノンオイル）（180g）
648円（税込）

スパイスのパンチが効いたピリピリ感がたまらない！辛味と旨味が
きいたドレッシングです。
【調理例】 焼き魚やムニエル、スパイスが効いているので
 カルパッチョや炒め物、スープの隠し味など…。

スパイスのパンチが効いたピリピリ感がたまらない！辛味と旨味が
きいたドレッシングです。
【調理例】 焼き魚やムニエル、スパイスが効いているので
 カルパッチョや炒め物、スープの隠し味など…。

黒にんにく&とうがらしドリンク

　「モナミ」すっきりビネガー味（50g）

宮崎県産の黒にんにく「くろまる」と本格カメ仕込み
で宮崎県の綾町の名水から作り出されたお酢とあ
とからピりっとくる唐辛子が入ったドリンクです。

宮崎県産の黒にんにく「くろまる」と本格カメ仕込み
で宮崎県の綾町の名水から作り出されたお酢とあ
とからピりっとくる唐辛子が入ったドリンクです。

310円（税込）

黒にんにく&みかんドリンク

「モナミ」さっぱりみかん味（50g）

宮崎県産の黒にんにく「くろまる」と本格カメ
仕込みで宮崎県の綾町の名水から作り出さ
れたお酢とあとからピリッとくる唐辛子に、み
かんの皮ごとピューレが入ったドリンクです。

宮崎県産の黒にんにく「くろまる」と本格カメ
仕込みで宮崎県の綾町の名水から作り出さ
れたお酢とあとからピリッとくる唐辛子に、み
かんの皮ごとピューレが入ったドリンクです。

360円（税込）

黒にんにくから生まれた美容と健康に役立つドリンクです。

宮崎県産 黒にんにく くろまる 黒にんにく屋さんの黒ごまドレッシング

黒にんにく ドリンク

黒にんにく　サプリメント黒にんにく　うまみたれ
サプリメントで毎日手軽に元気！

宮崎の3つの熟成黒パワーを凝縮した、一押しサプリ。

使用している原料は、すべて国産。手作りのダシと黒にんにくが

たっぷり入っています。こだわりの味をご堪能ください。

気になる臭いは全くなく、スタッフからも大人気の商品です。
甘口たれとなっています。濃縮タイプなのでそのままでも、薄め
て使ってもＯＫ。唐揚げの下味や焼肉のたれとしても使えます。

気になる臭いは全くなく、スタッフからも大人気の商品です。
甘口たれとなっています。濃縮タイプなのでそのままでも、薄め
て使ってもＯＫ。唐揚げの下味や焼肉のたれとしても使えます。

厳選された国産材料を使用し原料と製法にとことんこだ
わった逸品です。濃縮タイプなのでそのまま使っても薄めて
もＯＫ。唐揚げの下地やカレーの隠し味にもおススメです。

厳選された国産材料を使用し原料と製法にとことんこだ
わった逸品です。濃縮タイプなのでそのまま使っても薄めて
もＯＫ。唐揚げの下地やカレーの隠し味にもおススメです。

※ご注文金額が10,800円以下の場合、
　宅急便指定されると送料を別途頂きます。

くろまるバラタイプ

（31粒）（1袋～4袋まで）

ゆうメールにて送料無料

くろぢから

（93粒入り）
1,404円（税込）

この商品は割引させていただいておりますので
お誕生月割引の対象外となります。

気になる臭いは、全くありません！

あっさり和風とコクの黒ごま。

黒にんにく2片分入って元気・健康・笑顔。

黒にんにく　食べるラー油シリーズ
宮崎県産原木椎茸と鹿児島県枕崎産かつおぶし、北海道羅臼産昆布をたっぷりと使用した、

くせになるピリッと感を楽しめる黒にんにく調味料です。

黒にんにく　うまみドレッシングシリーズ
うまみたれから作られた、手作りドレッシングです。完全無添加のこだわりドレッシングです。

MOMIKIの黒にんにくは、厳選された宮崎県産にんにくを

約3週間じっくりと熟成させてつくられた

完全無添加食品です。

甘くて美味しい黒にんにくに仕上げました。

ナチュラル

（ノンオイル）（180g）
648円（税込）

酢の酸味が効いて濃厚な出汁の味と黒にんにくのコラボレー
ションでコクのあるドレッシングです。
【調理例】 冷しゃぶ、浅漬け、豆腐の冷奴、焼きナス。

酢の酸味が効いて濃厚な出汁の味と黒にんにくのコラボレー
ションでコクのあるドレッシングです。
【調理例】 冷しゃぶ、浅漬け、豆腐の冷奴、焼きナス。

マスタード

（ノンオイル）（180g）
648円（税込）

粒マスタードがたっぷり入っていて粒ツブツブ感がたまりません！
酸味の効いた濃い味です。

【調理例】 冷やし中華や冷麺のタレなどに。餃子やシュウマイ
 春巻きなどの中華料理に…。

粒マスタードがたっぷり入っていて粒ツブツブ感がたまりません！
酸味の効いた濃い味です。

【調理例】 冷やし中華や冷麺のタレなどに。餃子やシュウマイ
 春巻きなどの中華料理に…。

※価格はすべて税込価格です。

くろまる3個入

1,545円（税込）

黒にんにく1玉が個包装
になっています。贈答用に
おすすめです。

うまいから生姜ない

（80g） 700円（税込）

宮崎県産の生姜をたっぷりと使った生姜のピリピリ感
がたまらない、食べるラー油の生姜バージョンです。
【調理例】 ごはんの上にかけたり、お鍋の出汁に
 加えたり…。

宮崎県産の生姜をたっぷりと使った生姜のピリピリ感
がたまらない、食べるラー油の生姜バージョンです。
【調理例】 ごはんの上にかけたり、お鍋の出汁に
 加えたり…。
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No.１

※バラタイプ商品については、農作物のため時期を問わず粒の大きさが変わることがあります。ご了承ください。

くろぢから（9袋～12袋）
1,404円（税込）

くろぢから（1袋）
1,728円（税込）

くろぢから（3袋～5袋）
1,620円（税込）

くろぢから（6袋～8袋）
1,512円（税込）

※MONAMI（モナミ）とはフランス語で「わたしのともだち」という意味です。※MONAMI（モナミ）とはフランス語で「わたしのともだち」という意味です。

※1日3粒～4粒を目安に、そのままお召し上がりください。※1日3粒～4粒を目安に、そのままお召し上がりください。

うまいから食べてみて

（80g）
700円（税込）

その名のとおり、食べると辛いとつぶやいてしまうほ
どパンチの効いた食べるラー油
【調理例】 ラーメン・ドレッシングの味付けや餃子の
 種の中に入れたり。和洋折衷アイディア
 次第で万能調味料にもなります。

その名のとおり、食べると辛いとつぶやいてしまうほ
どパンチの効いた食べるラー油
【調理例】 ラーメン・ドレッシングの味付けや餃子の
 種の中に入れたり。和洋折衷アイディア
 次第で万能調味料にもなります。

うまいから食べてみて

（EXTRA HOT）（80g）

742円（税込）

通常のうまい辛食べてみての商品と同じ食べるラー
油となっていますが、辛さはその４倍増しの激辛
バージョンです。

通常のうまい辛食べてみての商品と同じ食べるラー
油となっていますが、辛さはその４倍増しの激辛
バージョンです。

サプリメントで毎日手軽に元気！

宮崎の3つの熟成黒パワーを凝縮した、

一押しサプリ。

黒にんにく

手延べそうめん

（白）（5束）

494円（税込）

黒にんにく

手延べそうめん

（イカスミ入り）（5束）
494円（税込）

黒にんにく　手延べそうめん
そうめん1食分に黒にんにく1片分！

臭いは一切気になりません。

A-1

1本 1本

1袋

1袋

1袋

1袋

新発売

購間年な
得

お 買 年間購買だけのお得な価格にて、お買い求め頂けます！年間購買だけのお得な価格にて、お買い求め頂けます！

くろまる6個入

3,090円（税込）

黒にんにく1玉が個包装
になっています。贈答用に
おすすめです。

黒にんにく1玉が個包装
になっています。贈答用に
おすすめです。

A-2

くろまる1個入

515円（税込）

黒にんにく1玉入りの個包
装となっており、初めて黒
にんにくを食べる方にも
おすすめです。

黒にんにく1玉入りの個包
装となっており、初めて黒
にんにくを食べる方にも
おすすめです。

A-3 A-4

A-5 A-6

B-1 B-2

C-1

C-2

C-3

D-1

D-2

D-3

D-4

E-1

F-1 F-2

G-1

G-2

G-3

G-4

H-1

H-2

H-3

I-1 J-1

黒にんにく1玉分

が食べやすいよう

に、バラタイプと

なっております。

そのまま皮をむい

てお召し上がりく

ださい。



FAX専用ご注文用紙 ご注文いただき、ありがとうございます。
※下記必要事項をご記入およびチェックして頂き、下記FAX番号までお送りください。

FAX 0985-72-0132 0800-80-55960お電話からのご注文は

フリーダイヤル

ゴーゴークロマル

お申し込み日：平成　　　年　　　月　　　日（　　）注 文ご
お名前

生年月日

お届け日指定

お届け日指定

お届け時間帯

ご住所

お電話番号

フリガナ 性別　男 ・ 女

大・ 昭・平　　　　年　　　　月　　　　日（　　歳）

※定期購入をお申込みいただいたお客様は
　お誕生月がさらに5%引きとなります！

□あり　【　　　月　　　日（　　　）】　　　　□なし　（最短発送）

□午前　　　　□午後（12-14時・14-16時・16-18時・20-21時）

※ゆうメール指定の場合は時間指定できません。また、ゆうメール発送は発送から到着までに、3～4日かかります。

コンビニ支払い・代金引換
郵便払込

代金引換をご利用の場合は別途手数料が必要です。
1万円以下324円、1万円以上432円となります。( (

〒

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

B-1

B-2

C-1

C-2

C-3

くろまる 3個入
くろまる 6個入
くろまる 1個入
くろまるバラタイプ 40g
くろまるバラタイプ 80g
くろまるバラタイプ 31粒
ドリンク「モナミ」すっきりビネガー味 50g
ドリンク「モナミ」さっぱりみかん味 50g
元気万能たれ
黒にんにくのうまみたれ 210g
黒にんにくのうまみたれ 310g

商　品　名番号 個数 小　計単価（円）

1,545
3,090
515
515
1,030
1,545
310
360
597
927
1,545

D-1

D-2

D-3

D-4

E-1

F-1

F-2

G-1

G-2

G-3

G-4

H-1

H-2

H-3

番号

くろぢから 1袋
くろぢから （3袋～5袋）1袋
くろぢから （6袋～8袋）1袋
くろぢから （9袋～12袋）1袋
黒にんにく屋さんの黒ごまドレッシング 200g
黒にんにく手延べそうめん 5束
黒にんにく手延べそうめん（イカスミ入り） 5束
うまいから食べてみて 80g
うまいから食べてみて（EXTRA HOT） 80g
食べたくて生姜ない 80g
うまいから生姜ない 80g
ナチュラル（ノンオイル） 180g
マスタード（ノンオイル） 180g
ブラックペッパー（ノンオイル） 180g

商　品　名 個数 小　計単価（円）

1,728
1,620
1,512
1,404
567
494
494
700
742
700
700
648
648
648

Tel：0800-80-55960　Fax：0985-72-0132
http://www.momiki.com　kuromaru@momiki.com
FAX・電話番号は、お間違いのないようにお願い致します。

株式会社 MOMIKI
〒880-0212　宮崎県宮崎市佐土原町下那珂10795

ご意見やご要望がございましたらご記入ください。◎配送方法について
□宅急便（540円）

※北海道と沖縄県は1,000円。

※ご注文10,800円以上お買い上げで送料無料とさせて頂いております。

※くろまる・でかまる・くろぢからの3商品のみ対応。ポスト投函となります。

□ゆうメール

配送方法については、2社（宅急便・
ゆうメール）からお選びください。

http://www.momiki.comより定期購入以外は
クレジットカードを利用したお申込みも可能です。

http://www.momiki.com

株式会社
MOMIKI

MOMIKIの黒にんにくは、
宮崎県の情熱あふれる生産農家さんが

丹誠込めて作った
にんにくを使用しております。

年 間 購 買 I-1

J-1

くろまるバラタイプ （31粒） （1袋～4袋）1袋
くろぢから （93粒） 1袋

1,467
1,404

（毎月・2ヶ月・3ヶ月）に1回
（毎月・2ヶ月・3ヶ月）に1回

商　品　名番号 個数 小　計 タ　イ　プ単価（円）

合　計

※当店でご注文される初めてのお客様については、確認のお電話をさせていただく場合がございます。


