
商品コード 商品名 単位 値上げ金額

26 ジェラーチ EXVオイル 500ml pc ¥380

27 ジェラーチ　マンダリンオイル 250ml pc ¥230

86 オーガニック・レザーウッドハニー280g瓶 pc ¥510

110 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾛｲﾔﾙ ｱｽﾊﾟﾗﾎﾜｲﾄ#4 2M pc ¥225

221 冷凍)紋甲イカ墨 1kg pc ¥300

224 ﾋﾞｱﾝｺﾈﾛ 夏ﾄﾘｭﾌの塩 100g pc ¥280

225 ﾋﾞｱﾝｺﾈﾛ 白ﾄﾘｭﾌの塩 100g pc ¥550

721 冷蔵）イタリア産キャビア(ﾊﾟｽﾄﾗｲｽﾞ）50g pc ¥850

778 冷蔵)フレッシュ マイクロハーブ 100g pc ¥100

1003 ｹﾛｯｸﾞ ﾌﾙｰﾂｸﾞﾗﾉｰﾗ 500g pc ¥246

1532 ｸﾞﾗﾝｶﾌｪ ｴｽﾌﾟﾚｯｿ豆ECO1kg(緑) pc ¥330

1533 ｸﾞﾗﾝｶﾌｪ ｴｽﾌﾟﾚｯｿExtra 豆1kg赤 pc ¥370

1801 ライトツナフレーク 185g pc ¥10

1802 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾛｲﾔﾙ ﾂﾅﾌｧﾝｼｰ 185g pc ¥30

1940 ｽｶｰﾘｱ ﾌｨﾚｱﾝﾁｮﾋﾞ 550g pc ¥235

1949 冷凍)ﾌﾞﾗｯｸｱﾝｶﾞｽﾋﾞｰﾌ ｻﾞﾌﾞﾄﾝ約2kg kg ¥350

1951 冷凍)ﾌﾞﾗｯｸｱﾝｶﾞｽﾋﾞｰﾌ ﾐｽｼﾞ約2.5kg kg ¥200

2619 ﾊｳｽ ﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ 3kg pc ¥320

2642 冷凍）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾋﾞｰﾌ Tﾎﾞｰﾝ　400g(定貫) pc ¥430

2685 冷凍)グラスフェッドビーフシンスカート kg ¥210

2687 冷凍)NZグラスフェッド・ペティットテンダ pc ¥270

2858 冷凍)ｼﾎﾟﾗﾀ ﾌﾗﾝｽ産 粗挽きｿｰｾｰｼﾞ 500g pc ¥830

2883 冷蔵) ﾓﾝﾃｻｰﾉ ﾊﾓﾝｾﾗｰﾉ15～22ヶ月 骨付約8kg kg ¥750

2914 カンナメーラ オレガノ フォッリェ 120g pc ¥70

2958 冷凍)ﾌﾞﾚｻﾞｵﾗ ﾌﾞﾛｯｸ 約300g(不定貫） kg ¥970

3258 アルベルト EXVオイルMitsuyo 500ml pc ¥250

4041 ﾊｳｽ 濃縮ﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽ 1kg pc ¥70

4098 冷凍ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾗﾑ ﾌﾚﾝﾁﾗｯｸ 8ﾘﾌﾞ 800-900g kg ¥1,100

4203 愛国・ﾋﾞﾄﾞﾌｨｯｸｽ1kg(増粘剤) pc ¥680

4318 冷凍)アップルマンゴーチャンク 500g pc ¥60

4365 冷凍)ﾊﾟｽｷｴ ﾀﾙﾄﾚｯﾄ･ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ110g 5個入 pc ¥110

4366 冷凍)ﾊﾟｽｷｴ ﾀﾙﾄﾚｯﾄ･ﾀﾀﾝ120g 10個入 pc ¥300

4367 冷凍)ﾊﾟｽｷｴ ﾀﾙﾄﾚｯﾄ･ｼｮｺﾗ80g 10個入 pc ¥260

4369 冷凍)ﾊﾟﾝｴﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ ﾊﾟｳﾞｪ･2ｵﾘｰﾌﾞ350g×20個 pc ¥6,480

4700 松の実(1級選別品)1㎏ pc ¥530

4723 ﾃﾞｨﾁｪｺ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ 1kg No11 pc ¥90

4724 ﾃﾞｨﾁｪｺ ﾌｪﾃﾞﾘｰﾆ 1kg No10 pc ¥90



4801 ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ缶 #2 (825g) あんず pc ¥170

5188 ボノ―リオ 南イタリア EXVオイル 3L缶 pc ¥770

5271 冷凍)仔牛ﾃﾝﾀﾞｰﾛｲﾝ AUS産 約1kg kg ¥1,800

5279 冷凍)仔牛ﾌﾚﾝﾁﾗｯｸ 7ﾘﾌﾞﾊﾟｯｸ約400-490g×2 kg ¥720

5290 冷凍)ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産 ﾗﾑ ｼｮﾙﾀﾞｰ約1.5kg(肩ﾛｰｽ無) kg ¥170

5303 冷凍)オーストラリア産ラムランプ約400g×4 kg ¥480

5336 冷凍ﾌﾞﾗｯｸｱﾝｶﾞｽ ﾗｳﾝﾄﾞｵｲｽﾀｰ(ﾒｶﾞﾈ)約2kg kg ¥250

5438 ﾏﾏｰ 早ゆでｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ﾌﾟﾛﾝﾄ 1.6mm 2.5kg pc ¥205

5608 ﾃﾞｨﾁｪｺ･No41 ﾍﾟﾝﾈﾘｶﾞｰﾃ500g pc ¥25

5621 ﾃﾞｨﾁｪｺ･No50ｺﾝｷﾘｴﾘｶﾞﾃｨ500g pc ¥10

5625 ﾃﾞｨﾁｪｺ･No34ﾌｼﾞｯﾘ500g pc ¥25

5628 ﾃﾞｨﾁｪｺ･No93ﾌｧﾙﾌｧｯﾚ500g pc ¥25

5629 ﾃﾞｨﾁｪｺ･No25ﾐｯﾚﾘｰｹﾞ500g pc ¥25

5960 雪和 デュラム小麦セモリナ 1kg pc ¥165

6723 レバンテ バルサミコクリーム 250ml pc ¥80

7052 冷蔵) ﾌﾞﾙｻﾝ ｶﾞｰﾘｯｸｱﾝﾄﾞﾊｰﾌﾞ100g pc ¥20

7063 凍)ｻﾞﾈｯﾃｨ･ﾓｯﾂｱﾚﾗﾋﾟｾﾞﾘｱ1kg pc ¥600

7149 冷蔵)JUCOVIA ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝ ﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg pc ¥390

7999 冷凍)五十嵐 ﾎﾞｲﾙ殻付ｱｻﾘ L 41/50 500g pc ¥160

8006 冷凍)ﾁﾘ･ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｻｰﾓﾝ･ﾄﾘﾑE皮無 約1000g kg ¥450

8083 冷凍)長崎県産 マトウ鯛フィーレ 2kg pc ¥220

8121 冷凍)ﾀｶｷ TFﾏﾙﾁﾌﾗﾝｽ 44cm[12本単位] pc ¥600

8124 冷凍)ﾀｶｷ TFｶｽｸｰﾄ 約61g 54個入 pc ¥430

8125 冷凍)FFS フィローネ 57g×72 pc ¥380

8126 冷凍)FFS ﾋﾟｻﾞ生地玉 XDB-150 150g×80入 pc ¥360

8128 冷凍)ﾙｽﾃｨｶ冷凍ﾋﾟｻﾞ生地玉 150g 40玉 pc ¥220

8131 冷凍)ﾙｽﾃｨｶ冷凍ﾋﾟｻﾞ生地玉（200ｇ）36玉 pc ¥180

8137 冷凍)FFS ﾋﾟｻﾞ生地玉 XDB-200 200g×72入 pc ¥340

8196 冷凍)タスマニア サーモン・トリムC kg ¥250

8315 冷凍)ﾎﾀﾃ小柱200/300 800g pc ¥200

8436 消)ﾋﾟﾁｯﾄ ｼｰﾄ 32枚ﾛｰﾙ pc ¥50

8438 消)ﾕﾆﾁｬｰﾑﾌﾚｯｼｭﾏｽﾀｰ保鮮ｼｰﾄ50枚 pc ¥200

8480 消)ﾋﾟｯﾂｧ袋 無地ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ No.2　100枚入 pc ¥310

8481 消)ﾋﾟｯﾂｧ袋 無地ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ No.5　100枚入 pc ¥450

8494 消)ﾋﾟｯﾂｧ袋 無地ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ No.3　100枚入 pc ¥320

8521 水野 ﾋﾟｻﾞ箱(ｸﾗﾌﾄ)12ｲﾝﾁ 100枚 pc ¥630

9867 冷蔵)スペイン ミニハモンセラーノ約1kg pc ¥1,000


