
2022年3月から価格改定アイテム及び金額

商品コード 商品名 単位 値上がり金額

40 有機プロヴァンスハーブペースト 100g pc ¥50

41 有機ブラックタプナードペースト 100g pc ¥50

42 有機ガーリックペースト 100g pc ¥50

43 有機ハリッサペースト 100g pc ¥50

93 ﾐｴﾘｯﾂｱ･ｵﾚﾝｼﾞのはちみつｵｰｶﾞﾆｯｸ250g pc ¥60

94 ﾐｴﾘｯﾂｱ･ｱｶｼｱの有機ハチミツ250g pc ¥165

142 ﾐｴﾘｯﾂｱ･ｱｶｼｱの有機ハチミツ350g pc ¥185

332 ﾊﾟﾝﾃﾚﾘｰｱ島ｹｯﾊﾟｰの塩漬け500gr pc ¥200

359 冷蔵)ｱﾝﾃｵ ﾎﾞｯｺﾝﾁｰﾉ ﾌﾞｯﾌｧﾗ　DOP(50g×5 pc ¥100

375 冷凍)ｺｯｸﾌｰｽﾞ 紅茶鴨ｽﾓｰｸ 1kg　200g×5 pc ¥30

927 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機野菜ﾌﾞｲﾖﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ120ｇ pc ¥30

929 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ｱﾁｪｰﾄ ﾊﾞﾙｻﾐｺ 250ml pc ¥30

1018 冷凍)ﾏﾙﾂﾎﾞ生冷凍 北海たこ ｹﾞｿ 真空1kg pc ¥300

1253 冷凍)フォカッチャ  厚手(大) 丸5枚入り pc ¥10

1258 QP ﾃﾞｨｯﾌﾟｿｰｽ ﾊﾞｰﾆｬｶｳﾀﾞ500ml 本 ¥45

2078 ﾄﾞｩﾙｲ･ ｵｰｶﾞﾆｯｸ･ﾃﾞｨｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰﾄﾞ 200g pc ¥25

2079 ﾄﾞｩﾙｲ･ ｵｰｶﾞﾆｯｸ･粒ﾏｽﾀｰﾄﾞ 200g pc ¥25

2084 ﾄﾞｩﾙｲ･ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｼｰﾄﾞﾙ ﾋﾞﾈｶﾞｰ 500ml pc ¥70

3071 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾎﾜｲﾄ ﾊﾞﾙｻﾐｺ 250ml pc ¥25

3120 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ･ｽﾗｲｽ#2(850g)中国 缶 ¥35

3547 冷凍)神栄　ｶﾘﾌﾗﾜｰIQF〈中国〉500ｇ pc ¥35

4077 冷凍)ﾁﾘ産 ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗMｻｲｽﾞ　1kg pc ¥95

4157 ﾐｴﾘﾂｨｱ 森のﾊﾁﾐﾂ ｵｰｶﾞﾆｯｸ 250g pc ¥60

4158 ﾐｴﾘﾂｨｱ ﾄｽｶｰﾅ産ﾐｴｰﾚ ｶｽﾀｰﾆｮ 400g pc ¥250

4164 RdA 有機ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ ｾﾋﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ 260g pc ¥70

4167 RdA 有機ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ ﾌｨｰｷ(ｲﾁｼﾞｸ)260g pc ¥70

4171 RdA 有機ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ ﾘﾓｰﾈ 260g pc ¥70

4256 ﾐｴﾘﾂｨｱ イタリア産有機 ﾐｴｰﾚ　ｱﾗﾝﾁｮ　400g pc ¥130

4257 ﾐｴﾘﾂｨｱ 有機百花ﾊﾁﾐﾂ　400g pc ¥120

4258 ﾐｴﾘﾂｨｱ 有機ﾐｴｰﾚ ｱｶｼｱ 小袋6g×10 pc ¥135



4259 ﾓﾅﾝ ｷｬﾗﾒﾙｿｰｽ 500ml(630g) pc ¥130

4260 ﾓﾅﾝ ﾀﾞｰｸﾁｮｺﾚｰﾄｿｰｽ 500ml(630g) 在庫のみ pc ¥55

4264 ﾊﾟｯｶ ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ＆ｼﾞﾝｼﾞｬｰ有機ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ 20p pc ¥45

4265 ﾊﾟｯｶ ﾐﾝﾄﾘﾌﾚｯｼｭ有機ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ 20p pc ¥45

4266 ﾊﾟｯｶ ｴﾙﾀﾞｰﾍﾞﾘｰ＆ｴｷﾅｾｱ有機ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ 20p pc ¥45

4282 冷凍)ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　1kg pc ¥105

4319 冷凍)ペルーホワイトアスパラL 1kg pc ¥180

4343 冷凍)ピールド・グリーンアスパラ 1kg pc ¥310

4348 冷凍)グリーンアスパラ スライス 1kg pc ¥160

4360 ﾓﾅﾝ ﾛｰｽﾞｼﾛｯﾌﾟ 700ml pc ¥160

4361 ﾓﾅﾝ ﾗｲﾁｼﾛｯﾌﾟ 700ml pc ¥160

4361 ﾓﾅﾝ ﾗｲﾁｼﾛｯﾌﾟ 700ml pc ¥160

4401 レーズン1kg(カルフォルニア産) pc ¥240

4701 冷蔵)アーモンドホール 1kg (ｱﾒﾘｶ産) pc ¥255

4702 冷蔵)アーモンドスライス 1kg (ｱﾒﾘｶ産) pc ¥255

4703 冷蔵)アーモンドパウダー 1kg (ｱﾒﾘｶ産) pc ¥235

4734 ﾎｼｴﾇ　ﾌﾗｲﾄﾞｺﾞﾎﾞｳ　100g 本 ¥145

4921 ﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No9ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ1.55mm5kg pc ¥145

4924 ﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No8ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.7mm5kg pc ¥145

4925 ﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No10ｳﾞｪﾙﾒｯﾁｪﾘｰﾆ1.42mm5kg pc ¥145

4921A (得)2ｹｰｽｾｯﾄﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No9ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ1.55mm5kg　（60㎏） ｾｯﾄ ¥1,170

4924A (得)2ｹｰｽｾｯﾄ ﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No8ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.7mm5kg　（60㎏） ｾｯﾄ ¥1,170

4925A (得)2ｹｰｽﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No10ｳﾞｪﾙﾒｯﾁｪﾘｰﾆ1.42mm5kg　（60㎏） ｾｯﾄ ¥1,170

5612 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾍﾟﾝﾈ 250g pc ¥35

5615 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾍﾟﾝﾈ ｸﾞﾙﾃﾝﾌﾘｰ 250g pc ¥40

5616 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾏｶﾛﾆ　ｸﾞﾙﾃﾝﾌﾘｰ 250g pc ¥40

5617 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.6mm　ｸﾞﾙﾃﾝﾌﾘｰ 250g pc ¥50

5618 ﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No14ﾘﾝｸﾞｲｰﾈ500g ｾｯﾄ ¥10

5619 ﾃﾞｨﾍﾞﾗ･No11ｶﾍﾟﾘｰﾆ500g ｾｯﾄ ¥10

5820 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾌｧﾙﾌｧｯﾚ 250g pc ¥35

5858 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ｽﾘﾑﾏｶﾛﾆ ｾﾀﾞﾆｰﾆ 250g pc ¥45

5959 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾌｼﾞｯﾘ 250g pc ¥35

5988 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機粗ごしﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ 500g pc ¥120



6278 オーガニック インスタントコーヒー100g pc ¥160

6282 メステマッハー プロテインブロート250g pc ¥35

7019 冷蔵)QBB ｷﾝｸﾞｻｲｽﾞ 800g pc ¥100

7308 ｹﾝｺｰ ﾏﾖﾈｰｽﾞ(ｼﾙﾊﾞｰ)1kg 本 ¥70

7309 ｹﾝｺｰ からしﾏﾖﾈｰｽﾞ1kg 本 ¥60

7315 ｹﾝｺｰ ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾞﾀｰｿｰｽ 515g 本 ¥10

7316 ｹﾝｺｰ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾋｰｼﾞｮｿｰｽ 505g 本 ¥10

7317 ケンコーバターソース 505g 本 ¥10

7322 ｹﾝｺｰ 焦がしにんにくﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L 本 ¥20

7509 冷凍)伊藤ハム　ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 約1.2kg(不定貫) kg ¥210

7601 QP 和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ゆずしょうゆ 1L 本 ¥50

7602 QP すりおろしｵﾆｵﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L 本 ¥50

7603 QP ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾍﾞｰｺﾝ入り 1L 本 ¥50

7604 QP イタリアンドレッシング 1L 本 ¥40

7605 QP ｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L 本 ¥30

7607 QP ｷｭｰﾋﾟｰﾊｰﾌ 1kgﾎﾞﾄﾙ 本 ¥20

7613 理研　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞｻﾎﾟｰﾄごまｸﾘｰﾐｰ　1L 本 ¥15

7618 味の素 ﾌﾚﾝﾁ白ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ1L pc ¥100

7619 味の素･ﾌﾚﾝﾁ赤ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ1L pc ¥85

7620 味の素ｾﾐｾﾊﾟｲﾀﾘｱﾝ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ1L pc ¥60

7621 味の素 ﾜﾝｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 4種のｼｰｻﾞｰ 1L pc ¥50

7622 QP シーザードレッシング 1L 本 ¥60

7626 QP ｺﾌﾞｻﾗﾀﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L 本 ¥70

7828 凍)中国 そら豆 L 500g pc ¥85

8120 冷凍)DBレストランバゲット236ｇ 本 ¥45

8129 凍)MCC ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ1kg pc ¥160

8139 冷凍)TM ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾏﾌｨﾝ 約45g×80個 cs ¥640

8145 冷凍)MCC ﾃﾞﾘｶ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ 1kg pc ¥80

8221 凍) ﾐﾆ甲ｲｶ seppioline 1kg pc ¥100

8244 冷凍)JC DSﾃﾞﾘｶｸﾗｽﾄ1000 24cm 24枚入 pc ¥220

8401 消)ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｲｽ ｱﾙﾐﾎｲﾙ 30cmx50m pc ¥60

8480 消)ﾋﾟｯﾂｧ袋 無地ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ No.2　100枚入 pc ¥120

8481 消)ﾋﾟｯﾂｧ袋 無地ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ No.5　100枚入 pc ¥170



8494 消)ﾋﾟｯﾂｧ袋 無地ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ No.3　100枚入 pc ¥150

8753 フラントイオ・フランチEXVオイル500ml 缶 ¥300

8802 RdA 有機ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 250g pc ¥70

8810 RdA 有機ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ ﾍﾞﾘｰﾐｯｸｽ 250g pc ¥70

8816 RdA 有機ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 250g pc ¥70


