
2022 年 8 月吉日 

サイクルメンバー倶楽部加盟店各位 

                                            

 

サイクルメンバー倶楽部事務局 

主催：株式会社マーストーケンソリューション 

 

ポイント交換手渡し商品 

一部商品の価格変更について 

【ご案内及びお願い】 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素はサイクルメンバー倶楽部をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、9月注文分より、一部商品におきまして販売価格を順次改定いたします。 

 

原材料・配送費の高騰に伴い、仕入れ価格の改定がございました。弊社におきましては、

価格上昇を回避すべく努めてまいりましたが、現状の価格による販売の継続が難しい状況

となったため、やむを得ず一部商品の販売価格を改定させていただくこととなりました。 

 

今後もより良いサービスを提供できるよう、より一層の努力を続けて参ります。 

 

何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 ○価格改定日 

   8月 23日(火) ※9月ご請求分 より適用 

 

 ○価格改定商品リスト 

 別紙を参照ください 

以上 

               

 

 

 

 

 

【送付新リーフレット】 
 

【問い合わせ総合窓口】 

株式会社マーストーケンソリューション 

〒160-0022 東京都新宿区新宿１－８－５   

新宿御苑室町ビル 

            サイクルメンバー倶楽部事務局    

 

0120-3196-73 FAX: 03-6273-0141 

e-mail: cm-admi@mars-tohken.co.jp 

URL：https://chodama.mars-tohken.co.jp/cmc-hall/ 

 

 

 

  ※携帯からもご利用になれます。 
 

サイクル ナビ 



別紙：値上げ対象商品リスト

項番 商品名 商品名2 現行価格 新価格

1 日清食品　カップヌードル 20個 ¥4,100 ¥4,500

2 【セット割引】日清食品　カップヌードル 20個×2 ¥7,400 ¥8,130

3 日清食品　焼そばU.F.O. 12個 ¥2,800 ¥2,990

4 【セット割引】日清食品　焼そばU.F.O. 12個×2 ¥4,700 ¥5,200

5 日清　あっさりおいしいカップヌードル シーフード　20個×2 ¥5,600 ¥5,940

6 日清　あっさりおいしいカップヌードル　　 カレー  20個×2 ¥5,600 ¥5,940

7 日清　あっさりおいしいカップヌードル 20個×2 ¥5,600 ¥5,940

8 焼そばU.F.O.大盛 12個×2 ¥5,900 ¥6,310

9 ヤマサ しょうゆ 1000ml15本 ¥5,400 ¥6,100

10 永谷園　生みそタイプみそ汁3食入 あさげ・ゆうげ　各20個 ¥5,200 ¥5,500

11 柿の種梅しそ(6袋詰)　 12個 ¥3,400 ¥3,600

12 柿の種わさび(6袋詰)　 12個 ¥3,400 ¥3,600

13 サッポロ一番　カップスター みそ　 12個×2 ¥4,400 ¥4,820

14 サッポロ一番　カップスター しお　 12個×2 ¥4,400 ¥4,820

15 午後の紅茶　ストレート　500ml 24本 ¥3,500 ¥3,800

16 【セット割引】午後の紅茶　ストレート 500ml　24本×2 ¥6,400 ¥6,800

17 午後の紅茶　ミルク　500ml 24本 ¥3,500 ¥3,800

18 【セット割引】午後の紅茶　ミルク 500ml　24本×2 ¥6,400 ¥6,800

19 午後の紅茶　レモン　500ml 24本 ¥3,500 ¥3,800

20 【セット割引】午後の紅茶　レモン 500ml　24本×2 ¥6,400 ¥6,800

21 日清ラ王 背脂醤油 12個 ¥3,300 ¥3,570

22 【セット割】日清ラ王 背脂醤油 12個×2 ¥5,600 ¥6,250

23 日清ラ王 濃厚味噌 12個 ¥3,300 ¥3,570

24 【セット割】日清ラ王 濃厚味噌 12個×2 ¥5,600 ¥6,250

25 日清ラ王 醤油 5食パック 6個 ¥3,600 ¥3,860

26 日清ラ王 味噌 5食パック 6個 ¥3,600 ¥3,860

27 日清ラ王 担々麺 5食パック 6個 ¥3,600 ¥3,860

28 午後の紅茶　おいしい無糖　 500ml　24本 ¥3,360 ¥3,900

29 マ・マー　果肉たっぷりミートソース 260g　24個 ¥5,100 ¥5,400

30 マ・マー　香味野菜のあさりコンソメ 260g　24個 ¥5,100 ¥5,400

31 チョコベビー　32g 50個 ¥6,000 ¥6,500

32 UCC カップコーヒー　 5カップ　24個 ¥6,000 ¥6,700

33 湖池屋スコーンとろけるクアトロチーズ 75g　12個×2 ¥2,760 ¥3,110

34 湖池屋スコーンやみつきバーベキュー 75g　12個×2 ¥2,760 ¥3,110

35 はごろも　シーチキンマイルド 70g　24個 ¥3,840 ¥4,140

36 バヤリース　オレンジ 470ml　24本 ¥3,400 ¥3,500

37 凄麺　徳島ラーメン醤油とんこつ味 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

38 凄麺　信州味噌ラーメン 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

39 凄麺　静岡焼津かつおラーメン 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

40 凄麺　千葉竹岡式らーめん 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

41 はごろもフーズ 朝からフルーツミックス 190g　24個 ¥3,500 ¥4,430

42 飲み干す一杯　横浜豚骨醤油ラーメン 12個×2 ¥4,200 ¥4,990

43 飲み干す一杯　仙台辛味噌ラーメン 12個×2 ¥4,200 ¥4,990

44 凄麺 和歌山中華そば 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

45 凄麺 佐野らーめん 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

46 凄麺 喜多方ラーメン 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

47 凄麺 札幌濃厚味噌ラーメン 12個×2 ¥5,000 ¥5,800



48 凄麺 京都背脂醤油味 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

49 凄麺 長崎ちゃんぽん 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

50 凄麺 名古屋台湾ラーメン 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

51 凄麺 横浜とんこつ家 12個×2 ¥5,000 ¥5,800

52 凄麺 函館海鮮塩らーめん 12個×2 ¥5,000 ¥5,800


