
商品コード 商品名 単位 値上げ金額

71 ﾏｯｼｬﾚｯﾘ･No4 ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ2.1mm500g pc ¥60

72 ﾏｯｼｬﾚｯﾘ･No3 ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ-ﾆ1.7mm 500g pc ¥60

73 ﾏｯｼｬﾚｯﾘ･No9 ﾌｪｯﾄﾁｰﾈﾘｶﾞｰﾃ500g pc ¥60

74 ﾏｯｼｬﾚｯﾘ･No8 ﾘﾝｸﾞｲﾈ500gr pc ¥60

75 ﾏｯｼｬﾚｯﾘ･No5 ﾌﾞｶﾃｨｰﾆ500gr pc ¥60

76 ﾏｯｼｬﾚｯﾘ･No21ﾍﾟﾝﾈﾘｶﾞｰﾃ 500g pc ¥60

77 ﾏｯｼｬﾚｯﾘ･No26 ﾌｼﾞｯﾘ500g pc ¥60

208 ﾌﾞﾚ-ｽﾞ ﾊﾞﾙｻﾐｺ ｸﾘｰﾑ380ml pc ¥60

231 ﾚ･ﾃｯﾚ･ﾃﾞﾙ･ｶｽﾃｯﾛ EXV 500ml pc ¥60

294 マシャントニオ農園 ノンフィルター pc ¥230

377 冷凍ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾗﾑ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗｯｸ 8ﾘﾌﾞ1~1.2kg g \7.2/g

410 ﾏﾘﾁｬ ｱﾛﾏﾃｨｺ 90g pc ¥130

415 ﾏﾘﾁｬ ﾈﾛ･ﾃﾞｨ･ｻﾗﾜｸ 90g pc ¥85

421 ｲﾙ ﾚｯﾁｪｰﾄ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 750ml pc ¥100

666 冷凍)フローズンハーブ バジル 250g pc ¥100

667 冷凍)フローズンハーブ ディル 250g pc ¥200

668 冷凍)フローズンハーブ パセリ 250g pc ¥130

720 アメリカ産 キャビア 50g pc ¥1,380

947 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.4 500g pc ¥40

948 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾄｰﾆ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.77 500g pc ¥40

949 ﾀﾝﾏ ﾍﾟﾝﾈ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.36 500g pc ¥75

1018 冷凍)ﾏﾙﾂﾎﾞ生冷凍 北海たこ ｹﾞｿ 真空1kg pc ¥640

1059 フェウドット EXVｵｲﾙ 3L(ｼﾁﾘｱ) 缶 ¥300

1065 アルゼンチン産オーガニックシュガー1kg pc ¥200

1253 冷凍)フォカッチャ  厚手(大) 丸5枚入り pc ¥50

1258 QP ﾃﾞｨｯﾌﾟｿｰｽ ﾊﾞｰﾆｬｶｳﾀﾞ500ml 本 ¥80

1287 冷凍)日粉フリーカットフォカッチャ 400g pc ¥90

1321 ﾐﾗｿﾙ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ ｽﾗｲｽ 400g pc ¥40

1322 ﾐﾗｿﾙ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ 種抜き 300g pc ¥40

1323 ﾐﾗｿﾙ ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ 種抜き 300g pc ¥40

1324 ﾐﾗｿﾙ ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ ｱﾝﾁｮﾋﾞ入り 300g pc ¥20

1402 新田 ｾﾞﾗﾁﾝ21 顆粒 500g pc ¥230

1413 冷凍)ﾓﾘﾆﾗﾘｵ ﾌｫｶｯﾁｬ 厚型 角37×27×4 pc ¥100

1416 冷凍)ﾓﾘﾆﾗﾘｵ ﾁｬﾊﾞｯﾃｨｰﾉ 200g×2p入 pc ¥60

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 ¥20

1787 冷凍)ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾌﾞｯﾗﾃｨｰﾅﾐﾆ (約55g×10) pc ¥200

1956 冷凍)豚ミンチ4.8mmIQF　1kg pc ¥130

1957 冷凍)合挽きミンチ 4.8mmIQF 1kg pc ¥280



1958 冷凍)牛ミンチ 4.8mmIQF　1kg pc ¥380

1971 冷凍)国産　黒毛和牛ミンチ　1kg pc ¥280

2154 冷凍)ﾓｯﾂｱﾚﾗｳﾞｧｯｶ ﾊﾟｰﾙ5g1kg pc ¥200

2340 冷凍)京果 ﾋﾟｰﾏﾝｽﾗｲｽ 黄 1kg pc ¥35

2341 冷凍)京果 ﾋﾟｰﾏﾝｽﾗｲｽ 赤 1kg pc ¥65

2641 冷凍)ｽﾍﾟｲﾝ産ﾊﾟﾝﾁｪｯﾀ 約3～3.5kg(不定貫） g \1.5/g

2646 冷凍)プレートフィンガー(カルビ) 約2kg g \2.7/g

2683 冷凍)NZ産ビーフ テンダーロイン 約2.5kg g \6.7/g

2687 冷凍)NZグラスフェッド・ペティットテンダ g \4.7/g

2807 ｳﾞｨﾁﾄﾞﾐﾆ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 1kg pc ¥100

2818 ｳﾞｨﾁﾄﾞﾐﾆ ﾘﾝｸﾞｲﾈ 1kg pc ¥100

2819 ｳﾞｨﾁﾄﾞﾐﾆ ﾒｯﾂｨﾊﾟｯｹﾘ 1kg pc ¥100

2820 ｳﾞｨﾁﾄﾞﾐﾆ  ｽﾊﾟｹﾞｯﾄｰﾆ 1kg pc ¥100

2828 ｳﾞｨﾁﾄﾞﾐﾆ ｼﾞｰﾘGigli 1kg pc ¥100

2891 冷蔵)ﾎﾞﾅｰﾘｱﾊﾓﾝｾﾗｰﾉ骨付 約7kg 12ヵ月熟成 g \2.3/g

2921 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾃﾌﾛﾝ No4 1.77mm 1kg pc ¥65

2922 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ-ﾆ ﾃﾌﾛﾝ No3 1.5mm 1kg pc ¥65

2933 ﾀﾝﾏ ﾘﾝｸﾞｲｰﾈ ﾃﾌﾛﾝ No7 1kg pc ¥80

2935 ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ NO3 1.5mm　5kg pc ¥420

2936 ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ　 NO4 1.77mm　5kg pc ¥420

2999 冷凍)乾塩ベーコンスティックカット500g pc ¥60

3002 冷凍)燻しﾍﾞｰｺﾝｽﾗｲｽ ﾊｰﾌｶｯﾄ300g pc ¥50

3003 冷蔵)ｻﾞﾈｯﾃｨ ﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉﾚｼﾞｬｰﾉ200gｶｯﾄ pc ¥230

3014 冷蔵)ブリー 120g pc ¥60

3029 冷蔵)ギリシャフェタ200g pc ¥220

3104 アルフォンソ・マンゴーピューレ缶 850g pc ¥110

3195 ﾏｽｺｯﾄ ﾏｽﾀｰﾄﾞﾋﾟｸﾙｽ 260g pc ¥40

3212 万丈本みりん 割烹1.8L 本 ¥200

3250 冷凍)匠のｼﾞｪﾗｰﾄ ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙﾊﾞﾆﾗ 2L pc ¥510

3525 冷凍)ラムウエストン ナチュラルポテト 1kg pc ¥40

4036 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ 全粒粉ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 500g pc ¥55

4040 冷凍)ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ 香燻ｱﾗﾋﾞｷﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰ 500g pc ¥50

4077 冷凍)ﾁﾘ産 ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗMｻｲｽﾞ　1kg pc ¥225

4079 冷凍)ｴｸｱﾄﾞﾙ産 ﾛﾏﾈｽｺｶﾘﾌﾗﾜｰ 30/50 500g pc ¥60

4144 冷凍)イベリコ豚・肩ロース(ﾋﾟｴﾝｿ）ﾈｯｸｻｲﾄﾞ g \13.4/g

4191 ﾘｯﾂｫｰﾘ ｱﾝﾁｮﾋﾞﾍﾟｰｽﾄ　440ｇ pc ¥80

4211 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾖｺ豆 380g pc ¥20

4213 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ 380g pc ¥0

4280 冷凍)北海道産インカのめざめ　500g pc ¥100



4282 冷凍)ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　1kg pc ¥95

4309 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ 380g(230g) pc ¥0

4314 ラムフォード ベーキングパウダー113g pc ¥35

4318 冷凍)アップルマンゴーチャンク 500g pc ¥50

4319 冷凍)ペルーホワイトアスパラL 1kg pc ¥130

4320 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 1kg 1.78mm pc ¥30

4321 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ｽﾊﾟｹﾞｯﾄｰﾆ 1kg 1.9mm pc ¥30

4322 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ﾍﾟﾝﾆｰﾈﾘｶﾞｰﾃ 1kg pc ¥50

4323 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ｵﾚｷｴｯﾃ 1kg pc ¥50

4324 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ﾆｮｯｹｯﾃｨｻﾙﾃﾞｨ 1kg pc ¥50

4325 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ﾊﾟｯﾊﾟﾙﾃﾞｯﾚ 500g pc ¥30

4326 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ｷｵｯﾁｮﾚ 1kg pc ¥95

4327 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ﾈﾛ ﾃﾞｨ ｾｯﾋﾟｱ 500g pc ¥10

4328 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ﾀﾘｵﾘｰﾆ ｱｯﾙｳｫｳﾞｫ 500g pc ¥30

4329 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ｺﾝｷﾘｴ 1kg pc ¥50

4330 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ﾒｯﾂｪﾏﾆｹ 1kg pc ¥50

4331 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｱ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ-ﾆ 1kg 1.55mm pc ¥30

4334 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ﾓﾉｸﾞﾗｰﾉﾏｯﾄ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 500g 1.78mm pc ¥240

4335 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ﾓﾉｸﾞﾗｰﾉﾏｯﾄ ﾌｼﾞﾛｰﾆ 500g pc ¥240

4336 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ﾓﾉｸﾞﾗｰﾉﾏｯﾄ ﾊﾟｹ 500g pc ¥240

4337 ﾌｪﾘﾁｪｯﾃｨ ﾓﾉｸﾞﾗｰﾉﾏｯﾄ ｺﾝｷﾘｵｰﾆ 500g pc ¥240

4343 冷凍)ピールド・グリーンアスパラ 1kg pc ¥300

4344 冷凍)ｽﾊﾟﾆｯｼｭ ﾎｳﾚﾝｿｳ IQF12mmｶｯﾄ 500g pc ¥80

4345 冷凍)かぼちゃダイスカット IQF20mm500g pc ¥30

4348 冷凍)グリーンアスパラ スライス 1kg pc ¥310

4809 黄桃ﾋﾟｰﾁ2ｯ割#2(825g) 缶 ¥70

4816 ﾍﾟｱｰ洋ﾅｼﾊｰﾌ　2ツ割(825g) 缶 ¥30

4817 みかん缶詰#2(850g) 缶 ¥109

4978 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ 有機 ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 5kg pc ¥640

5001 日清ｵｲﾘｵ ｻﾗﾀﾞ油(徳用)16.5kg pc ¥1,350

5111 ﾌﾟﾗﾈﾀ･EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ IGP 500ml pc ¥170

5123 ｿﾙﾚｵｰﾈ EXﾊﾞｰｼﾞﾝ3L pc ¥250

5177 ﾊﾞﾙﾍﾞﾗ ﾌﾗﾝﾄｲｱ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ1000ml pc ¥160

5296 冷凍)ｲﾀﾘｱ産 ﾐﾙｸﾌｪｯﾄﾞ ﾄﾘｯﾊﾟ 約5～600g g \1.6/g

5303 冷凍)オーストラリア産ラムランプ約400g×4 g \3.2/g

5308 冷凍)ストリップロイン 約2kg(不定貫) g \3/g

5309 冷凍)イタリア産 テンダーロイン 約1kg g \6.3/g

5328 冷凍)ｲﾀﾘｱ産ﾐﾙｸﾌｪｯﾄﾞﾀﾝ(皮付) 約600g g \2.8/g

5344 冷凍)オーストラリア産仔牛ブリスケ g \4.7/g



5346 冷凍)リードヴォー 約600g g \6.7/g

5349 冷凍)チークミート 約1.5kg(不定貫) g \4.8/g

5350 冷凍)ミルクフェッド トリミング 約1kg g \4/g

5406 国産 かたくり粉 1kg pc ¥90

5418 日本製粉･ｼﾞｮｰｶｰA25kg 体 ¥1,400

5464 カシナーレ シークラムジュース 1L pc ¥220

5470 日本製粉クラシック 25kg 体 ¥250

5474 ポルセッリ クラッシカ粉青25kg pc ¥2,880

5475 ポルセッリ ヴィヴァーチェ粉赤25kg pc ¥2,880

5690 ﾗ･ﾃﾗ･ｴ･ｲﾙﾁｪﾛ ﾘﾝｸﾞｲﾈ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 500g pc ¥115

5766 ｿﾙﾚｵｰﾈ 白いんげん豆380g pc ¥20

5826 ﾗ･ﾃﾗ･ｴ･ｲﾙﾁｪﾛ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.6mm 3kg pc ¥670

5841 ｶﾙﾛｰｽﾞ米 10kg (ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ) 体 ¥450

5917 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ ﾊﾞﾙｻﾐｺ 250ml pc ¥200

6245 ｻﾗﾔ ﾗｶﾝﾄS 顆粒 1kg pc ¥225

6703 ｳﾞｨﾁﾄﾞﾐｰﾆ ﾒｯﾂｧ･ﾍﾟﾝﾈ　1kg pc ¥100

6928 冷凍)フランス産シャロレー種ハラミ g \7.6/g

7008 冷蔵)QBB ﾌｫﾝﾃﾞｭｿｰｽS 600g pc ¥130

7009 冷蔵) ｵﾗﾝﾀﾞ ｺﾞｰﾀﾞｼｭﾚｯﾄﾞ1kg pc ¥180

7015 冷蔵) ｴﾀﾞﾑﾁｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg pc ¥330

7019 冷蔵)QBB ｷﾝｸﾞｻｲｽﾞ 800g 本 ¥200

7020 冷蔵)モッツァレラシュレッド1kg pc ¥470

7031 冷蔵) ﾄﾞｲﾂ ｽﾃｯﾍﾟﾝｼｭﾚｯﾄﾞ1kg pc ¥200

7034 冷蔵)GM ミックスチーズ1kg pc ¥250

7036 冷蔵)ｱｰﾗ ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ125g pc ¥100

7038 冷蔵) ﾍﾞﾋﾞｰｽﾓｰｸ180g pc ¥130

7039 冷蔵)ﾗｯﾃﾘｴ ｳﾞｪｰﾈﾃ　ﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈ 500g pc ¥90

7043 冷蔵) ﾃﾞﾝﾏｰｸﾌﾞﾙｰﾁｰｽﾞ100g pc ¥160

7044 冷蔵)ムーンダラー クリームチーズ 1kg pc ¥330

7045 冷蔵)ﾓｯﾂｧﾚﾗﾁｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｸ 800g(定貫） pc ¥400

7047 冷蔵) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ1kg pc ¥350

7050 冷蔵) JUCOVIA業務用チェダースライス300g pc ¥130

7067 冷蔵) ザネッティマスカルポーネ500g pc ¥200

7069 冷凍）ｿﾙﾚｵｰﾈ 冷凍ﾓｯﾂｱﾚﾗｳﾞｧｯｶ 100g pc ¥20

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 ¥330

7127 冷蔵)FDM ﾌﾚｯｼｭ ﾌﾞｯﾗﾃｨｰﾅ ｱﾌﾐｶｰﾀ 100g pc ¥60

7133 冷蔵) FDM ｸﾞﾗﾝﾏｰｿﾞ 約1kgｶｯﾄ(不定貫） g \2.3/g

7148 冷蔵）FDM ボッコンチーノ ディ ブッファラ pc ¥100

7153 冷蔵）FDM リコッタフレスカ 250g pc ¥70



7156 冷蔵) FDM ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ ﾄﾞﾙﾁｪDOP 約1400g g \4/g

7157 冷蔵) FDM ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ ﾋﾟｶﾝﾃ DOP 約1200g g \3/g

7158 冷蔵) FDM フォンティナ DOP 約300g g \8.2/g

7159 冷蔵) FDM ｱｼﾞｱｺﾞ ﾌﾚｽｺ DOP 約300g g \3/g

7168 冷蔵）FDM ﾄｰﾏ･ﾃﾞｯﾚ･ﾗﾝｹﾞ 約350g不定貫 g \8/g

7170 冷凍)モッツァレラ スライス IQF 2kg pc ¥205

7174 冷蔵）FDM マスカルポーネ 500g pc ¥280

7175 冷蔵）FDM ｼﾞ ｻﾙｳﾞｧﾄｰﾚ ﾌﾞｯﾌｧﾗ DOP 250g pc ¥100

7176 冷蔵）FDM ボッコンチーノ ディ ブッファラ pc ¥100

7177 冷蔵）FDM ﾓｯﾂｧﾚｯﾗ ﾃﾞｨ ｳﾞｧｯｶ 100g pc ¥90

7182 冷蔵) ﾘｺｯﾀ ｱｯﾌﾐｶｰﾀ 燻製 約300g(不定貫） g \1.28/g

7192 冷蔵）FDM ｽｶﾓﾙﾂｧ ｱｯﾌﾐｶｰﾀ 300g pc ¥180

7194 冷蔵）FDMフレッシュ ブッラティーナ120ｇ pc ¥60

7204 冷蔵）FDM ﾄﾞﾙﾁｪｿｰﾚ ﾋﾞｵ  150g pc ¥15

7209 冷蔵）FDM ｶﾁｮｶｳﾞｧｯﾛ ｼﾗｰﾉ DOP 約300g g \17/g

7210 冷蔵) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg pc ¥330

7211 冷蔵）FDM ﾌﾟﾛｳﾞｫﾛｰﾈ ｳﾞｧﾙﾊﾟﾀﾞﾅ DOP g \4/g

7223 冷凍)FDMフィオルディラッテ 400g pc ¥100

7241 冷蔵) FDM アルプロセッコ 300g pc ¥380

7242 冷蔵) FDM アルヴィーノロッソ　300g pc ¥380

7275 冷蔵)ASIAGOアジアゴシュレッド DOP 1kg pc ¥600

7284 冷蔵) FDM ｼﾞ ｻﾙｳﾞｧﾄｰﾚ ﾌﾞｯﾌｧﾗ125g×2 pc ¥100

7339 冷蔵)AC ゴーダミックスチーズ 1kg pc ¥280

7372 冷凍)ソルレオーネ・モッツァレラ1㎏ pc ¥340

7510 冷蔵) ﾍﾞｰｺﾝｽﾗｲｽ 2mm 500g pc ¥50

7512 冷凍) NVﾍﾞｰｺﾝｽﾗｲｽ 8mm 500g pc ¥40

7516 冷蔵) NVﾍﾞｰｺﾝﾌﾞﾛｯｸ 2.5kg g \1/g

7714 冷蔵)レッドチェダー 4㎜カット 1㎏ pc ¥290

7741 冷蔵)NZ産グラスフェッドバター454g無塩 pc ¥300

7743 冷蔵)NZ産グラスフェッドバター250g加塩 pc ¥200

7797 冷凍)北海道産ビーツペースト 500g pc ¥20

7798 冷凍)北海道産ビーツダイスカット500g pc ¥40

7801 冷凍)ｱｽﾊﾟﾗ500g中国 pc ¥85

7823 冷凍)冷凍むき枝豆500g pc ¥90

7885 冷凍)北海道産 ナチュラルポテトカット 1kg pc ¥140

7891 冷凍)ﾎｸﾚﾝ 北海道シューストリング 800g pc ¥40

7900 冷凍)A&F 揚げ茄子 乱切り　1㎏ pc ¥50

8005 冷凍) スモークサーモンFA 約1kg kg ¥1,150

8010 冷凍）ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝ ｽﾗｲｽSN 500g pc ¥550



8023 冷凍)ﾏｴﾀﾞｶｲｻﾝ 辛子明太子ﾁｭｰﾌﾞ500g pc ¥300

8024 冷凍)前田海産 たらこチューブ 500g pc ¥150

8037 冷凍)スモークサーモン(JS)500g pc ¥530

8100 冷凍)米久ＦｽｰﾊﾟｰBOOﾎﾜｲﾄ23　1kg pc ¥100

8102 冷凍)米久 ﾌｧｲﾔｰBOO ﾋﾟﾘ辛23 1kg pc ¥100

8104 冷凍)ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞｽﾓｰｸｻｰﾓﾝ切落500gｼﾙﾊﾞｰｻｰﾓﾝABM pc ¥520

8206 冷凍)イイダコ 26/40 2㎏ pc ¥260

8209 冷凍)ソルレオーネブッラティーナ200ｇ pc ¥100

8218 冷凍)ﾁﾘ･ﾎﾞｲﾙﾑｰﾙ貝 500g pc ¥60

8244 冷凍)JC DSﾃﾞﾘｶｸﾗｽﾄ1000 24cm 24枚入 pc ¥400

8312 冷凍)やりいかﾎｰﾙｸﾘｰﾝ 31/40 1kg pc ¥100

8418 冷凍)ﾆﾁﾚｲ ﾒｶﾞｸﾗﾝﾁ 4.5LB pc ¥470

8432 消)ﾆｲﾀｶ ﾆｭｰｹﾐｸｰﾙ4kg 本 ¥90

8443 消)ﾆｲﾀｶ ﾋﾞｰﾊﾞｰｱﾙｺｰﾙ 5L 54％ 本 ¥300

8813 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾞｵ ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 220g pc ¥160

8814 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾞｵ ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 220g pc ¥160

8815 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾞｵ ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘ- 220g pc ¥160

8819 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾞｵ ﾌﾙｰﾂｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾋﾟｰﾁ 220g pc ¥160

8827 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾞｵ 有機さくらハチミツ 250g pc ¥100

9941 冷蔵リコッタ　サラータ　モンテッラ g \1.75/g

54212 日清ｱｰﾚﾌｧｲﾝﾗｲ麦全粒粉細挽き 5kg pc ¥200

0947A (得)2ｹｰｽｾｯﾄﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.4 500g pc ¥2,530

0948A (得)2ｹｰｽ ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾄｰﾆ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.77 500g pc ¥2,530

1252S ガレッティ バルサミコビアンコ500ml pc ¥40

2935A (得)2csｾｯﾄ ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ NO3 1.5mm5kg pc ¥2,370

2936A (得)2csｾｯﾄ ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨNO4 1.77mm5kg pc ¥2,370

3526S 冷凍)FINEST シューストリングポテト 2kg pc ¥130

7334S キューネ ミックスピクルス 370ml pc ¥60

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


