
商品コード 商品名 単位 値上がり金額

238 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸﾐﾝﾎｰﾙ　1kg pc ¥270

376 冷凍)合鴨スモーク 1kg　200g×5 pc ¥70

413 ｽﾃｯﾗ ﾃﾞﾙﾏｰﾚ ﾍﾟｯｾﾞｯﾃｨｱﾝﾁｮﾋﾞ720g(400ｇ) pc ¥80

516 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞｽﾗｲｽ160g(瓶) pc ¥80

739 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ 種抜き 155g pc ¥120

741 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｽﾀｯﾌﾄﾞｵﾘｰﾌﾞ ﾋﾟﾒﾝﾄ入り195g pc ¥110

1030 筑波乳業 ｺﾝﾃﾞﾝｽﾐﾙｸ 480g pc ¥10

1033 冷蔵）イタリア産 ピスタチオペースト 1kg pc ¥400

1034 冷蔵）ﾊﾞｯﾋﾞ ｱｰﾓﾝﾄﾞ ﾍﾟｰｽﾄ　1kg pc ¥200

1134 ｷﾞｬﾊﾞﾝ 糸唐辛子 100g pc ¥160

1221 江別製粉 オペラ 25kg pc ¥1,050

1226 江別製粉　北海道ピッツァ粉 20kg pc ¥1,020

1249 柄木田製粉夢ちから5kg pc ¥300

1250 江別製粉 石臼全粒粉 強力粉 5kg pc ¥470

1334 イタリア産 ピスタチオホール 500g pc ¥300

1560 冷蔵) ﾋﾞﾗｰｷﾞ ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ ﾄﾞﾙﾁｪ 約750g kg ¥230

1561 冷蔵) ﾋﾞﾗｰｷﾞ ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ ﾋﾟｶﾝﾃ 約700g kg ¥200

1562 冷蔵)ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗｴﾙﾎﾞﾘﾅｰﾄ約700g　（不定貫 kg ¥300

1688 冷蔵)KAOKAアンブロヤ58％ pc ¥330

1689 冷蔵)KAOKAリオアリバ70％ 1kg pc ¥140

1705 ﾊｰｼｰ･ﾁｮｺﾚ-ﾄｼﾛｯﾌﾟ623g pc ¥120

1710 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾏﾝｺﾞﾁｬﾂﾈ 450g pc ¥100

1719 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｽﾗｲｽﾋﾞｰﾂ #4 pc ¥70

1805 ｷﾞｬﾊﾞﾝ 粒ﾏｽﾀｰﾄﾞ415g pc ¥190

1945 ﾊﾟｽﾄﾃﾞｺ ｽﾓｰｸｵｲﾙｻｰﾃﾞﾝ250g(170g) pc ¥30

1955 冷凍)ボイルシーフードミックス　500g pc ¥140

1966 冷凍)ﾎｯｷ貝 ﾌﾞﾗﾝﾁ ﾑｷ61/75　1kg pc ¥160

2100 ﾎﾞﾙﾆｴ ﾌﾗﾝｽ産 ﾃﾞｨｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰﾄﾞ850ｇ pc ¥130

2101 ﾎﾞﾙﾆｴ ﾌﾗﾝｽ産 粒ﾏｽﾀｰﾄﾞ815ｇ pc ¥130

2634 富士ﾊｲｼﾞｬﾝ(ｼｰｿｰｽ)　450g pc ¥115

2653 冷凍)スペイン産ポルテサノポーク 約2kg kg ¥250

2678 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸｽｸｽ500g pc ¥115

2730 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾌﾙｰﾂﾁｬﾂﾈ450g pc ¥136

2975 ニップン ホットケーキミックス S600 1㎏ pc ¥30

3006 ｻﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰｽｲｰﾄｺｰﾝ #1 pc ¥130

3025 ポメリー･粒ﾏｽﾀｰﾄﾞ500g pc ¥300

3113 ﾏﾘｰｼｬｰﾌﾟｽ ﾊﾊﾞﾈﾛｿｰｽ HOT(中辛) 148ml pc ¥20

3141 HP ｸﾙﾄﾝ ﾌﾟﾚｰﾝ 300g pc ¥15



3162 冷凍)ｵｰﾙﾏﾝｽﾞ 芽ｷｬﾍﾞﾂ 1kg pc ¥75

3169 ﾆｯﾌﾟﾝ 全粒粉 1kg pc ¥35

3525 冷凍)ラムウエストン ナチュラルポテト 1kg pc ¥50

3526 冷凍)ラムウエストン シューストポテト 1kg pc ¥50

3547 冷凍)神栄　ｶﾘﾌﾗﾜｰIQF〈中国〉500ｇ pc ¥30

4030 ﾅﾎﾟﾘﾀﾝﾁｮｺﾚｰﾄ ﾐﾙｸ1kg 約200個入(金包) pc ¥200

4033 ﾅﾎﾟﾘﾀﾝﾁｮｺﾚｰﾄ ﾀﾞｰｸ1kg 約200個入(銀包) pc ¥200

4131 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ(種抜缶)170ｇ♯4 pc ¥185

4144 冷凍)イベリコ豚・肩ロース(ﾋﾟｴﾝｿ）ﾈｯｸｻｲﾄﾞ kg ¥230

4296 ﾄﾏﾄ 業務用ﾌﾗｲﾄﾞｵﾆｵﾝ1kg pc ¥200

4430 フェラーラ社 スパゲッティーニ 1.4mm 5kg pc ¥450

4431 フェラーラ社 スパゲッティ 1.7mm 5kg pc ¥450

4432 フェラーラ社 ヴェルミチェッリ 1.9mm 5kg pc ¥450

4433 フェラーラ社 ラザニエ 500g pc ¥110

4434 フェラーラ社 リガトーニ No.35 500g pc ¥50

4435 フェラーラ社 ペンネリガーテ No.50 500g pc ¥40

4436 フェラーラ社 フジッリ No.56 500g pc ¥50

4437 フェラーラ社 ファルファッレ No.232 500g pc ¥50

4438 フェラーラ社 カサレッチェ  500g pc ¥50

4439 フェラーラ社 タリアテッレ No.284 500g pc ¥80

4446 フェラーラ社　リングイネ　No11　5kg pc ¥300

4449 フェラーラ社 ヴェスヴィオ No.242 500g pc ¥65

4710 S＆W ﾌﾞﾗｯｸﾋﾞｰﾝｽﾞ 425g缶 pc ¥30

4712 S&W ﾀﾞｰｸｽｲｰﾄﾁｪﾘ- 300 #4 pc ¥160

4725 シチリア産 ヘーゼルナッツホール皮付 1kg pc ¥400

4726 イタリア産 ヘーゼルナッツプードル 1kg pc ¥200

4727 正栄 ｶﾗｰﾁｮｺｽﾌﾟﾚｰ 500g pc ¥30

4806 ﾐｼｶﾞﾝ ﾀﾞｰｸﾁｪﾘｰ#4(411g) pc ¥140

4807 パインスライス#3(565g) pc ¥40

4817 みかん缶詰#2(850g) 缶 ¥61

4952 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ 1.45mm5kg pc ¥270

4955 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.7mm 5kg pc ¥300

5007 日清ｵｲﾘｵ ｻﾗﾀﾞ油 ﾍﾟｯﾄ1500g pc ¥50

5119 SO ﾋﾟｶﾝﾃｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 270g pc ¥175

5255 冷凍)イベリコ･トントロ 約500g kg ¥400

5296 冷凍)ｲﾀﾘｱ産 ﾐﾙｸﾌｪｯﾄﾞ ﾄﾘｯﾊﾟ 約5～600g kg ¥300

5307 冷凍)チョップレディー６リブ 約3～4.5kg kg ¥850

5308 冷凍)ストリップロイン 約2kg(不定貫) kg ¥1,250

5309 冷凍)イタリア産 テンダーロイン 約1kg kg ¥1,450



5328 冷凍)ｲﾀﾘｱ産ﾐﾙｸﾌｪｯﾄﾞﾀﾝ(皮付) 約600g kg ¥280

5344 冷凍)オーストラリア産仔牛ブリスケ kg ¥150

5346 冷凍)リードヴォー 約600g kg ¥250

5350 冷凍)ミルクフェッド トリミング 約1kg kg ¥130

5405 (25kg)日清ｶﾒﾘｱ粉25kg pc ¥525

5411 日本製粉･ﾊｰﾄ 25kg pc ¥670

5417 日清製粉･ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ粉25kg pc ¥420

5420 Fナポレオン 25kg pc ¥150

5423 日清製粉･ﾘｽﾄﾞｵﾙ 25kg pc ¥485

5424 日清製粉ｽｰﾊﾟｰｶﾒﾘｱ25kg pc ¥700

5426 日本製粉･さくっと軽いまかせて粉1kg pc ¥50

5428 日清製粉 ｽｰﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 25kg pc ¥1,250

5431 初雪ﾊﾟﾝ粉2kg(ﾄﾞﾗｲﾊﾟﾝｺ) pc ¥190

5434 日粉ﾊﾟｰﾈｸﾞﾗｯﾄｩｼﾞｬｰﾄ 1kg pc ¥60

5459 日清製粉･ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｵﾚｯﾄ25kg pc ¥700

5463 ラス クラムジュース1360g pc ¥70

5480 鳥越 フランス粉25kg pc ¥385

5492 日清製粉ソレドール 25kg pc ¥600

5570 日清製粉･ﾙｽﾃｨｶ粉 5kg pc ¥130

5705 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｽﾊﾟｯｶﾃｯﾚ 500g pc ¥20

5771 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｶｻﾚｯﾁｪ 500g pc ¥20

5773 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｶｳﾞｧﾀｯﾋﾟ500g pc ¥20

5774 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｴﾘｰｹ 500g pc ¥20

5775 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ﾊﾟﾝﾀｯﾁｪ 500g pc ¥20

5776 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｴﾘｺｲﾀﾞｰﾘ 500g pc ¥20

5784 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ﾌｪｯﾄﾁｰﾈ 500gr pc ¥20

5785 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ ﾘﾝｸﾞｴｯﾃｨｰﾈ500g pc ¥20

5788 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ﾍﾟﾝﾈ ﾘｶﾞｰﾃ　500g pc ¥20

5789 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ﾘﾝｸﾞｲｰﾈ500g pc ¥20

5791 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ﾌﾞｶﾃｨｰﾆ 500g pc ¥20

6001 ｷﾞｬﾊﾞﾝ 一味唐辛子 300g pc ¥220

6002 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽﾊﾟｳﾀﾞ- 300g pc ¥240

6003 ギャバンナツメグホール 50g袋 pc ¥100

6007 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｶｴﾝﾍﾟｯﾊﾟｰﾎｰﾙ100g pc ¥50

6008 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｶｴﾝﾍﾟｯﾊﾟｰ輪切り100g pc ¥70

6009 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｶｴﾝﾍﾟｯﾊﾟｰ荒挽き100g pc ¥60

6010 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｶｴﾝﾍﾟｯﾊﾟｰ輪切り 1kg pc ¥630

6011 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｶｴﾝﾍﾟｯﾊﾟｰﾊﾟｳﾀﾞｰ　300g缶 pc ¥170

6022 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸﾛｰﾌﾞｽﾎｰﾙ100g pc ¥160



6023 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸﾛｰﾌﾞｽﾊﾟｳﾀﾞｰ200g pc ¥300

6024 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸﾐﾝｼｰﾄﾞ100g pc ¥70

6025 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸﾐﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ200g pc ¥110

6033 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｼﾅﾓﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg袋 pc ¥570

6034 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｼﾅﾓﾝｾｲﾛﾝ ｼｰﾙ巻き20本 pc ¥250

6035 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｼﾅﾓﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ180g pc ¥200

6036 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾍﾞﾘｰ 100g pc ¥140

6038 ｺｰﾗﾙ 七味唐辛子300g pc ¥150

6044 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｻﾌﾗﾝﾎｰﾙ5g pc ¥975

6052 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾎﾟﾋﾟｰｼｰﾄﾞ100g pc ¥60

6062 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｶｴﾝﾍﾟｯﾊﾟｰﾎｰﾙ1kg pc ¥330

6067 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ450g pc ¥133

6071 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾅﾂﾒｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ100g pc ¥200

6072 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾅﾂﾒｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ400g pc ¥500

6073 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾊﾟｾﾘ 80g pc ¥110

6075 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾊﾟﾌﾟﾘｶﾊﾟｳﾀﾞｰ225g pc ¥110

6086 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産ｼﾅﾓﾝﾎｰﾙ100g pc ¥225

6090 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｼﾅﾓﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ80g pc ¥100

6091 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｻﾌﾗﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ5g pc ¥680

6099 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ﾅﾂﾒｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg pc ¥820

6103 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｼﾅﾓﾝｽﾃｨｯｸ(ｼｰﾙなし)ｶｯﾌﾟ20本入 pc ¥210

6106 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 缶 350g pc ¥160

6115 ﾘｰﾍﾟﾘﾝ ｳｽﾀｰｿｰｽ 290ml 本 ¥50

6130 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｸﾐﾝ ﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg(取寄せ) pc ¥440

6135 ｷﾞｬﾊﾞﾝ ｾﾓﾘﾅ粉 500g pc ¥100

6625 ｼﾞｬｺﾊﾞｯﾂｨ･ﾊﾞﾙｻﾐｺ3年（２枚葉）500ml pc ¥180

6626 ｼﾞｬｺﾊﾞｯﾂｨ･ﾊﾞﾙｻﾐｺ5年（４枚葉）500ml pc ¥300

6644 フタバ 天然だしの粉 鰹 300g pc ¥120

7028 冷蔵) ｸﾗﾌﾄ･ﾁｪﾀﾞｰｽﾗｲｽ1350g pc ¥340

7182 冷蔵) ﾘｺｯﾀ ｱｯﾌﾐｶｰﾀ 燻製 約300g(不定貫） kg ¥420

7406 冷凍)ﾘﾎﾞﾝ ﾊﾟｲﾒｰｸ F 3kg pc ¥400

7413 冷凍)ﾘﾎﾞﾝ ﾊﾟｲｼｰﾄ PL135φ-07 30枚 pc ¥170

7414 冷凍)ﾘﾎﾞﾝ ﾊﾟｲｼｰﾄ PL210×210-03 15枚 pc ¥450

7415 冷凍)ﾘﾎﾞﾝ ﾊﾟｲｼｰﾄ#500 600g×2 pc ¥130

7517 富士 ｵｲｽﾀｰｿｰｽ815　815g pc ¥310

7525 ﾄﾝﾏｰｿﾞﾏｯｼｬﾝﾄﾆｵ粗挽ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ 100g pc ¥175

7799 冷凍)ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ 枝豆(台湾産) 500g pc ¥40

7802 凍)YGC冷凍ｲﾝｹﾞﾝSS 500g pc ¥100

7808 冷凍)ライフフーズ　むきソラ豆  500g pc ¥70



7811 冷凍)グリンピース 1kg pc ¥80

7820 冷凍)ホールコーン　1㎏ pc ¥95

7828 凍)中国 そら豆 L 500g pc ¥35

8001 冷凍)生あさりのムキミ IQF 1kg pc ¥480

8002 凍)あさり殻付き100/120　1kg pc ¥50

8025 冷凍)ﾌｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ 中国刻みたまねぎ 500g pc ¥30

8214 冷凍)SEARA ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 500g pc ¥30

8219 凍)NZ産ﾊﾟｰﾅ貝殻付ﾎﾞｲﾙ 1kg pc ¥520

8331 冷凍)パートフィロー 250g pc ¥50

8349 冷凍)ｲﾍﾞﾘｺ豚 ｾｸﾚﾄ ﾍﾞｼﾞｮｰﾀ 約600～700g kg ¥550

8411 消)東京都推奨ごみ袋45L 10枚入 pc ¥51

8412 消)東京都推奨ごみ袋70L 10枚入 pc ¥56

8431 消)ｼﾓｼﾞﾏ ごみ袋90L10枚入 pc ¥108

8444 消)ｼﾓｼﾞﾏ OPPｼｰﾄ #20 30-40 500枚 pc ¥880

9964 ﾏﾘｰｼｬｰﾌﾟｽ ﾊﾊﾞﾈﾛｿｰｽ ｽﾓｰｷｰ 148ml pc ¥90

16861 冷蔵)KAOKA ｷｭｰｳﾞｪﾙﾄｩｱ ﾁﾛﾘ 66%1kg pc ¥220

98713 ｸｵﾚｻﾙﾄﾞ ﾊﾟｰﾈ ｶﾗｻｳ 900gr pc ¥170


