
商品コード 商品名 単位 値上がり金額

86 オーガニック・レザーウッドハニー280g瓶 本 ¥160

208 ﾌﾞﾚ-ｽﾞ ﾊﾞﾙｻﾐｺ ｸﾘｰﾑ380ml 本 ¥70

231 ﾚ･ﾃｯﾚ･ﾃﾞﾙ･ｶｽﾃｯﾛ EXV 500ml 本 ¥30

298 ｺﾝﾌﾟﾘﾀﾙ ｼﾞｬﾝﾄﾞｩｲｱ 1kg 本 ¥180

299 ﾌｧｲﾌﾞｽﾀｰｼｪﾌ ﾋﾟｽﾀﾁｵ ﾍﾟｰｽﾄ1.1kg ﾌﾟﾘｼﾞｪﾙ社 本 ¥170

376 冷凍)合鴨スモーク 1kg　200g×5 pc ¥70

622 冷凍)ｱﾙﾏﾆｰﾉ･冷凍ﾛｰｽﾄﾚｯﾄﾞﾍﾟｯﾊﾟｰﾍﾟｰｽﾄ 820g pc ¥80

627 冷凍)ｱﾙﾏﾆｰﾉ ﾌﾟﾚｰﾝ  ﾊﾞｼﾞﾙﾍﾟｰｽﾄ 820g pc ¥80

790 MISURA 全粒粉ｸﾗｯｶｰ 385g pc ¥38

791 MISURA 全粒粉ﾋﾞｽｹｯﾄ 330g pc ¥38

792 MISURA 全粒粉ラスク 320g pc ¥28

822 冷蔵) ｶｶｵﾊﾞﾘｰ･ﾋﾟｽﾄｰﾙ･ﾐ･ｱﾒｰﾙ1㎏ 58% pc ¥120

826 ドライクランベリー 1kg pc ¥170

888 タスマニアマスタード・マウンテンペッパー 本 ¥120

889 タスマニアマスタード・スパイシー 本 ¥120

891 タスマニアマスタード・メディラニア 500g 本 ¥120

892 タスマニアマスタードホースラディッシュ 本 ¥120

914 サルバーニョEXV 500ml 本 ¥140

1101 ｵｲﾙｻｰﾃﾞｨﾝ缶 105g 缶 ¥40

1133 冷蔵)ｱﾝﾃｨｶ ｻﾙﾒﾘｰｱ・ ﾝﾄﾞｩｲﾔ 約200g(不定貫 kg ¥380

1321 ﾐﾗｿﾙ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ ｽﾗｲｽ 400g 本 ¥20

1322 ﾐﾗｿﾙ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ 種抜き 300g 本 ¥30

1323 ﾐﾗｿﾙ ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ 種抜き 300g 本 ¥30

1324 ﾐﾗｿﾙ ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ ｱﾝﾁｮﾋﾞ入り 300g 本 ¥80

1783 ﾊﾟﾚﾝﾃ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞｽﾉｯﾁｮﾗｰﾃ 990g種抜 本 ¥70

1786 冷凍)ｿﾙﾚｵｰﾈ･冷凍ﾓｯﾂｱﾚﾗﾌﾞｯﾌｧﾗ100g　水牛 pc ¥40

1787 冷凍)ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾌﾞｯﾗﾃｨｰﾅﾐﾆ (約55g×10) pc ¥10

1789 冷凍)ｿﾙﾚｵｰﾈ ｽﾓｰｸ ﾓｯﾂｧﾚﾗ ﾀﾞｲｽ IQF 1kg pc ¥120

1803 ﾂﾅﾁｬﾝｸT2k缶(1700g) 缶 ¥100

1924 ﾗﾓﾈｶﾞｽｸ･ﾌｨﾚｱﾝﾁｮﾋﾞ340g 缶 ¥80

1927 ﾘｯﾂｫｰﾘ ﾌｨﾚｱﾝﾁｮﾋﾞ缶 720g 缶 ¥200

1930 ﾏﾚｷｱｰﾛ･ﾌｨﾚｱﾝﾁｮﾋﾞ700g 缶 ¥200

1962 冷凍)クロカジキ 切り身80g×5 pc ¥200

2113 リグオーリ スパゲッティNo3 1.8mmIGP 500g pc ¥35

2114 スパゲッティアッラキタッラNo5 IGP 500g pc ¥35

2115 リグオーリ リングイネ No7 IGP 500g pc ¥35

2117 リグオーリ フジッリ No31 IGP 500g pc ¥35

2118 リグオーリペンネリガーテ No42 IGP 500g pc ¥35



2119 ﾘｸﾞｵｰﾘ ｶｻﾚｯﾁｪ No27 IGP 500g pc ¥35

2120 フジッリコルティブカーティ No32 IGP 500g pc ¥35

2650 冷蔵)イナウディバッカラ 1kg(徳用) pc ¥430

3028 冷蔵)フルムダンベール150g pc ¥150

3029 冷蔵)ギリシャフェタ200g pc ¥70

3168 冷蔵)ホシノ天然酵母パン種　500ｇ pc ¥70

3198 冷蔵)ホシノ天然酵母フランス種　500ｇ pc ¥70

3221 水あめ 1.1kg 本 ¥60

3225 冷凍)ﾊｲﾝﾂ ｸﾞﾙﾒﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ 1500g pc ¥80

3541 冷凍)ﾊﾟﾊﾟｸﾘｵｰｼﾞｬ ｱﾝﾃﾞｽﾎﾟﾃﾄ 1kg pc ¥80

4195 ｻﾙｳﾞｧｰﾆｮ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ 種ｱﾘ 塩水漬 280g 本 ¥90

4196 ｻﾙｳﾞｧｰﾆｮ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ 種抜ｵｲﾙ漬185g 本 ¥90

4211 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾖｺ豆 380g pc ¥30

4213 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ 380g pc ¥25

4241 冷凍)ベルギー産ミニパンケーキ　500g pc ¥40

4309 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ 380g(230g) pc ¥30

4314 ラムフォード ベーキングパウダー113g pc ¥25

4740 ﾎﾟﾝﾃｨ･白ﾜｲﾝｳﾞｨﾈｶﾞｰ500ml 本 ¥55

4800 冷凍)ﾎﾞｱﾛﾝ･ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞﾎｰﾙ500g pc ¥480

4809 黄桃ﾋﾟｰﾁ2ｯ割#2(825g) 缶 ¥50

4816 ﾍﾟｱｰ洋ﾅｼﾊｰﾌ　2ツ割(825g) 缶 ¥110

4824 冷凍)ﾎﾞｱﾛﾝ ﾌﾚｰｽﾞ ﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥80

4826 冷凍)ﾎﾞｱﾛﾝ ｸｰﾘｰ ｴｸﾞｿﾞﾃｨｯｸ 500g 本 ¥70

4827 冷凍)ﾎﾞｱﾛﾝ ｸｰﾘｰ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 500g 本 ¥360

5111 ﾌﾟﾗﾈﾀ･EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ IGP 500ml 本 ¥130

5113 ﾃﾞｨ･ｶﾙﾛ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ PET 1L 本 ¥20

5177 ﾊﾞﾙﾍﾞﾗ ﾌﾗﾝﾄｲｱ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ1000ml 本 ¥570

5179 サルヴァーニョ EXVオイル 5L缶 缶 ¥880

5186 ｻﾝｵﾘﾍﾞﾗｵｲﾙ 5L (ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｵｲﾙ) 缶 ¥110

5191 ﾋﾟｴﾄﾛ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｵｲﾙ5L 缶 ¥500

5206 ｶｺﾞﾒ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　#1　（3000ｇ） 缶 ¥70

5218 ｶｺﾞﾒ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ　#2(800g) 缶 ¥20

5219 ｶｺﾞﾒ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ　#1　(2550g) 缶 ¥40

5222 ｶｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄ　#1(2550g) 缶 ¥50

5223 ｶｺﾞﾒ ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ #1736　（3000ｇ） 缶 ¥140

5227 ｶｺﾞﾒ ｻﾝﾏﾙﾂｱｰﾉﾄﾏﾄﾎｰﾙ　#1　(2550g) 缶 ¥100

5250 カカオバリーココアパウダー 1kg pc ¥70

5280 ｶｺﾞﾒ ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ　＃2（840g） 缶 ¥40

5464 カシナーレ シークラムジュース 1L pc ¥250



5474 ポルセッリ クラッシカ粉青25kg 体 ¥770

5475 ポルセッリ ヴィヴァーチェ粉赤25kg 体 ¥770

5638 冷凍)タコスライス500g 北海道産 pc ¥240

5715 冷凍)ジェラート・ヨーグルティーノ2L pc ¥270

5740 冷凍)ｳﾞｨｰﾀ ｳﾞｨｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ1L 本 ¥50

5750 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ｲﾀﾘｱﾝﾊﾞﾆﾗ2L pc ¥140

5752 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ2L pc ¥60

5753 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ｲﾁｺﾞﾐﾙｸ2L pc ¥90

5757 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ｷｬﾗﾒﾙ 2L pc ¥60

5766 ｿﾙﾚｵｰﾈ 白いんげん豆380g pc ¥20

5787 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ﾃｨﾗﾐｽ2L pc ¥140

5802 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ｼﾞｬﾝﾄﾞｩｲﾔ2L pc ¥140

5855 冷凍)ジェラート ピスタチオ･プレミアム 2L pc ¥120

5902 ﾔﾏｻ･徳用醤油1.8Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 本 ¥35

5921 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ﾁｮｺﾗｰﾀ2L pc ¥80

5922 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ﾏﾝｺﾞｰ2L pc ¥45

5926 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ・ｺｺﾅｯﾂ2L pc ¥210

5927 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ ｶｼｽ 2L pc ¥70

5928 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ 青森県産白桃　2L pc ¥30

5929 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ 愛媛県産清見みかん　2L pc ¥30

5931 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ　とちおとめ　2L pc ¥70

5932 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾋﾞﾀｰﾁｮｺ 2L pc ¥70

5933 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ ｴｽﾌﾟﾚｯｿ 2L pc ¥140

5934 冷凍)ｼﾞｪﾗｰﾄ ﾄﾚﾌｫﾙﾏｯｼﾞｮ 2L pc ¥90

5960 雪和 デュラム小麦セモリナ 1kg pc ¥25

6228 日仏 FDﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 100g pc ¥300

6229 日仏商事･ﾌﾟｰﾄﾞﾙﾃﾞｺｰﾙ1kg pc ¥130

6251 日仏 FDﾌﾚｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 500g pc ¥2,380

6302 ｶｺﾞﾒ ｹﾁｬｯﾌﾟ赤標準#1 缶 ¥40

6303 ｶｺﾞﾒ ﾃﾞﾘｶﾕｰｽ･ｹﾁｬｯﾌﾟ ﾁｭｰﾌﾞ1kg 缶 ¥20

6306 ｶｺﾞﾒ ｹﾁｬｯﾌﾟﾃﾞﾘｶﾕｰｽ (3kg) 缶 ¥45

6318 ｶｺﾞﾒ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄ　#2(800g) 缶 ¥30

6620 ｱﾁｪｰﾄｩﾑ ﾊﾞﾙｻﾐｺ 500ml 本 ¥115

6661 ﾎﾟﾝﾃｨ･赤ﾜｲﾝｳﾞｨﾈｶﾞｰ500ml 本 ¥55

7013 冷蔵) エメンタール約1㎏(スイス)(不定貫） kg ¥550

7014 冷蔵) ｴﾀﾞﾑ ﾁｰｽﾞ玉 約1.6kg（取寄） kg ¥280

7020 冷蔵)モッツァレラシュレッド1kg pc ¥220

7024 冷蔵) ｸﾗﾌﾄ･ﾁｪﾀﾞｰ1㎏ pc ¥300

7025 冷蔵) ｽｲｽ ｸﾞﾘｴｰﾙ ｼｭﾚｯﾄﾞ1kg pc ¥400



7033 冷蔵) ﾌﾘｺｺﾞｰﾀﾞ約4kgﾀｲﾌﾟ(不定貫） kg ¥130

7034 冷蔵)GM ミックスチーズ1kg pc ¥220

7036 冷蔵)ｱｰﾗ ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ125g pc ¥30

7041 冷蔵）J-1ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞﾀﾞｲｽｶｯﾄ8mm 1kg pc ¥110

7043 冷蔵) ﾃﾞﾝﾏｰｸﾌﾞﾙｰﾁｰｽﾞ100g pc ¥40

7045 冷蔵)ﾓｯﾂｧﾚﾗﾁｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｸ 800g(定貫） pc ¥180

7047 冷蔵) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ1kg pc ¥180

7049 冷蔵)レドゥファラシアンズ カマンベール pc ¥35

7050 冷蔵) JUCOVIA業務用チェダースライス300g pc ¥60

7054 冷蔵) ｸﾞﾘｴｰﾙﾁｰｽﾞ約2.5kgｶｯﾄ(ｽｲｽ)(不定貫） kg ¥380

7067 冷蔵) ザネッティマスカルポーネ500g pc ¥80

7070 冷蔵) ﾃﾞﾝﾏｰｸｸﾘｰﾐﾊﾊﾞﾃｨ200G　取り寄せ品 pc ¥70

7073 冷蔵）仏 ｻﾝﾀﾝﾄﾞﾚ 200g pc ¥160

7212 冷蔵) ﾍﾟｲｻﾞﾝﾌﾞﾚﾄﾝﾌﾞﾘｯｸ　200g pc ¥155

7672 冷凍)ﾄﾛﾅｼﾞｬﾊﾟﾝ　ｲﾀﾘｱﾝｿｰｾｰｼﾞ　453g pc ¥90

7741 冷蔵)NZ産グラスフェッドバター454g無塩 pc ¥90

7799 冷凍)ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ 枝豆(台湾産) 500g pc ¥45

7813 冷凍)ﾌｰｽﾞﾗﾝﾄﾞｼｭｰｽﾄﾘﾝｸﾞﾎﾟﾃﾄ1kg pc ¥20

7823 冷凍)冷凍むき枝豆500g pc ¥22

7899 冷凍)ﾎｸﾚﾝ 生ｵﾆｵﾝ ﾀﾞｲｽｶｯﾄ4.8mm 10kg cs ¥285

7936 冷凍)ｿﾌﾄｼｪﾙｼｭﾘﾝﾌﾟ約25尾 500g pc ¥170

8007 凍)シーフードミックス 800g pc ¥110

8031 冷凍)ﾁﾘ･ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｻｰﾓﾝ･ﾄﾘﾑC約1kg(不定貫） kg ¥200

8048 冷凍)フーズランド皮付きポテト1kg pc ¥115

8064 冷凍)アトランサーモン　ロイン　約400ｇ kg ¥220

8076 冷凍)ﾒｶｼﾞｷ ﾁｬﾝｸ 約2kg不定貫 kg ¥300

8111 冷凍)ﾆﾁﾚｲ NEW SPｴﾋﾞﾌﾘｯﾀｰ 1kg pc ¥570

8206 冷凍)イイダコ 26/40 2㎏ kg ¥270

8209 冷凍)ソルレオーネブッラティーナ200ｇ pc ¥30

8418 冷凍)ﾆﾁﾚｲ ﾒｶﾞｸﾗﾝﾁ 4.5LB pc ¥160

9889 冷凍)ﾉｰｽｲ ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ(ﾎｰﾙ) 500g 本 ¥30

78301 冷凍)ｱﾙﾏﾆｰﾉ ﾁｰｽﾞ入ﾘ  ﾊﾞｼﾞﾙﾍﾟｰｽﾄ 820g pc ¥100

1252S ガレッティ バルサミコビアンコ500ml 本 ¥70

1940S アリコン アンチョビフィレ580g瓶(320g) 缶 ¥720

2350D 冷凍)ヴェネツィアン・ティラミス 430g pc ¥100

2351D 冷凍)アモール・ポレンタ　300g×2 pc ¥200

2352D 冷凍)バスクチーズケーキ480g×2本入 pc ¥440

2353D 冷凍)カタラーナ・ヴェルデ・抹茶　310g pc ¥120

2354D 冷凍)イタリアン・カタラーナ　320g pc ¥120



2355D 冷凍)カタラーナ・フラーゴラ　320g pc ¥120

5113A (得)1ｹｰｽ ﾃﾞｨ･ｶﾙﾛ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ PET 1L ｾｯﾄ ¥660

5177A (得)1ｹｰｽ ﾊﾞﾙﾍﾞﾗ ﾌﾗﾝﾄｲｱ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ1000ml ｾｯﾄ ¥3,240

5191A (得)4本ｾｯﾄ ﾋﾟｴﾄﾛ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｵｲﾙ5L ｾｯﾄ ¥2,700

5740A (得)12本ｾｯﾄｳﾞｨｰﾀ ｳﾞｨｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ ｾｯﾄ ¥640

7741A 冷蔵)20pcセット NZ産グラスフェッドバター ｾｯﾄ ¥1,520


