
商品コード 商品名 単位 値上がり価格

68 ﾗﾌｧﾌﾞﾘｶﾃﾞｯﾗﾊﾟｽﾀ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｱﾙﾏﾝﾄﾞﾘｰﾉ 500g pc ¥50

69 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ﾗ ﾆｮｯｶ 500g pc ¥50

78 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ1.9mm 500g pc ¥50

79 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ﾘﾝｸﾞｲﾈ 500gr pc ¥50

80 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ﾀﾘｱﾃｯﾚ 500gr pc ¥50

81 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ﾍﾟﾝﾈ 500g pc ¥50

82 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ﾊﾟｯｹﾘ 500gr pc ¥50

83 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ｳﾞｪｽﾋﾞｵ 500gr pc ¥50

84 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ｶｻﾚｯﾁ 500gr pc ¥50

147 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ﾏﾌｧﾙﾃﾞｨｰﾅ 500g pc ¥50

305 ﾃﾞｨｻﾝﾃｨ ﾚﾓﾝｵｲﾙ250ml 本 ¥100

340 ｻﾘｰﾅ･ﾃﾞｨ･ﾁｪﾙﾋﾞｱ･ｸﾞﾛｯｿ1kg(粗粒) pc ¥60

361 ﾍﾟｯｼｪｱｽﾞｰﾛ ｱﾝﾁｮﾋﾞ･ﾍﾟｰｽﾄ(ﾁｭｰﾌﾞ) 60g pc ¥145

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) 本 ¥70

461 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ｶﾗﾏﾗｰﾀ･ﾘｼｬ 500g pc ¥50

527 ﾏｯｼｬﾝﾄﾆｵ･ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ 種付580g pc ¥40

534 ﾏｯｼｬﾝﾄﾆｵ･ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ 種付580g pc ¥40

822 冷蔵) ｶｶｵﾊﾞﾘｰ･ﾋﾟｽﾄｰﾙ･ﾐ･ｱﾒｰﾙ1㎏ 58% pc ¥160

902 ｹｲﾊﾟｰｽ 塩蔵ｹｰﾊﾟｰｽ(大粒)10/12mm 1Kg 本 ¥630

909 ｹｲﾊﾟｰｽ 塩蔵ｹｰﾊﾟｰｽ (小粒) 500g 本 ¥400

911 ｹｲﾊﾟｰｽ社 ｹｯﾊﾟｰ酢漬け 314ml 本 ¥100

1004 タイガーコーンスターチ 400g pc ¥25

1102 ｻﾎﾟｰﾘﾃﾞｨﾉﾙﾁｬ ｵﾙﾂｫ･ﾍﾟﾙﾗｰﾄ(大麦) 500g pc ¥40

1110 ｱﾙﾄﾞｲﾉ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞﾍﾟｰｽﾄ 950g 本 ¥170

1251 伊那食品　ｲﾅｱｶﾞｰF(冷凍対応ﾀｲﾌﾟ)500g pc ¥330

1272 成城石井無糖アイスコーヒー 1L 本 ¥65

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 ｇ ¥1.2

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 ｇ ¥2.5

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 ｇ ¥1

1604 ﾀﾊﾞｽｺ ﾍﾟｯﾊﾟｰｿｳｽ ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｳﾁ 3g×100 pc ¥400



1605 ﾀﾊﾞｽｺ ﾍﾟｯﾊﾟｰｿｰｽ 2ｵﾝｽ 60ml 本 ¥40

1606 ﾀﾊﾞｽｺ ﾊﾗﾍﾟｰﾆｮｿｰｽ 5ｵﾝｽ 150ml 本 ¥140

1609 ﾀﾊﾞｽｺ ﾊﾗﾍﾟｰﾆｮｿｰｽ 60ml 本 ¥40

1629 ｱﾘﾒﾝﾃｨｽ 二種のｷﾉｺﾐｯｸｽｵｲﾙ漬 800g pc ¥240

1631 ｱﾘﾒﾝﾃｨｽ ﾌﾘｱﾘｴｯﾘ ｵｲﾙ漬 1kg pc ¥70

1718 ｸﾉｰﾙ･ﾁｷﾝｺﾝｿﾒ1kg pc ¥200

1748 ｸﾉｰﾙ ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ1kg pc ¥150

1872 ファブリ アマレーナシロップ漬け600g(瓶) 本 ¥140

1873 ファブリ フラーゴラ シロップ漬け600g(瓶) 本 ¥70

1874 ファブリ アマレーナシロップ漬1250g(缶) 本 ¥140

1890 ペルシュロンランスビネガー 250ml 本 ¥100

1913 ﾗｯﾂｧﾛｰﾆ･ｱﾏﾚｯﾃｨ200g pc ¥30

1926 ﾍﾟｯｼｪｱｽﾞｰﾛ ﾋﾟｰｽｵﾌﾞ･ｱﾝﾁｮﾋﾞ720g(500g) pc ¥400

1955 冷凍)ボイルシーフードミックス　500g pc ¥140

2003 伊那食品　ﾙ･ｶﾝﾃﾝｳﾙﾄﾗ 1kg pc ¥1,344

2053 マトス　シチリア産　BIO EXV 500ml pc ¥260

2157 冷凍)RANA社ポルチーニ&マッシュルーム 1kg pc ¥500

2158 冷凍)RANA社 ﾗﾋﾞｵﾘ ﾄﾏﾄ&ﾓｯﾂｧﾚﾗ 1kg pc ¥330

2162 冷凍)RANA社 ラビオリ黒トリュフ 1kg pc ¥380

2163 冷凍)RANA社ラビオリゴルゴンゾーラ1kg pc ¥320

2164 冷凍)RANA社ラビオリ リコッタスピナチ 1kg pc ¥350

2598 サクラ印 ｻﾞ･ﾊﾆｰ 10g×25P pc ¥200

2603 さくら印･はちみつ500g 本 ¥40

2704 ﾊﾞﾙｾｰﾄ･ﾗｳﾃﾞﾝｾ500ml 本 ¥50

2716 ｸﾉｰﾙ･ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒ 1㎏ pc ¥230

2723 ｷﾞｵｯﾃｨｰﾆ･ﾋﾞｽｺｯﾃｨ 500g pc ¥210

2873 ｶｽﾃﾙｯﾁｮ ﾎﾞﾙﾛｯﾃｨ500g(ｳｽﾞﾗﾏﾒ) pc ¥50

2874 ｻﾎﾟｰﾘﾃﾞｨﾉﾙﾁｬ　ｶﾝﾈﾘｰﾆ 500g pc ¥60

2875 ｶｽﾃﾙｯﾁｮ ﾚﾝﾃｨｯｷｴ(ﾚﾝｽﾞ豆)500g pc ¥60

2942 冷凍)ﾏﾘﾈｯﾗ 水牛のﾓｯﾂｧﾚﾗ一口ｻｲｽﾞ 250g pc ¥50

2949 ﾗ ﾌｧﾌﾞﾘｶ ﾃﾞｯﾗ ﾊﾟｽﾀ ﾌｨﾀﾞﾝｻﾞｰﾃｨ ｶﾌﾟﾚｰｼ500g pc ¥50



2952 ﾃﾞﾙｰｶ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ1.75mmNO3　3kg pc ¥500

2953 ｻｰﾚ ﾘｾﾙｳﾞｧ ｶﾐｯﾛｰﾈ 750g(粗粒) pc ¥70

2955 ﾃﾞﾙｰｶ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾊｲﾌﾟﾛﾃｲﾝ 1.55 3kg pc ¥500

3015 味の素･ほんだし鰹だし1kg pc ¥250

3031 ﾎﾟﾚﾝﾀ･ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅｰﾚ黄 1kg pc ¥110

3104 アルフォンソ・マンゴーピューレ缶 850g 缶 ¥270

3165 焚黒糖　粉状加工黒糖500ｇ pc ¥30

3166 バリラ カネローニ 250g pc ¥100

3171 冷凍)ﾔﾏｵｶ ｱﾐ脂 国産　約1㎏ pc ¥120

3197 銀河のちから(国産全粒粉)1kg pc ¥85

3547 冷凍)神栄　ｶﾘﾌﾗﾜｰIQF〈中国〉500ｇ pc ¥35

4062 ﾛﾍﾞﾙﾄ ｸﾞﾘｯｼｰﾆ ﾄﾘﾈｰｼﾞ ﾘｽﾄﾗﾝﾃ14g小袋 pc ¥70

4103 ｱﾙﾄﾞｲﾉ ｽﾉｯﾁｮﾗｰﾃ　種なし　950g 本 ¥180

4226 ｱﾚﾃｨﾉ ｻﾞｸﾛﾋﾞﾈｶﾞｰ 500ml 本 ¥40

4247 ｱﾚﾃｨﾉ ｶｰｻｳﾞｪﾙﾃﾞｨ ｱﾁｪｰﾄﾃﾞｨﾒｰﾚ 500ml 本 ¥40

4249 ｱﾚﾃｨﾉ ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾈｶﾞｰ500ml 本 ¥40

4251 ｻﾎﾟｰﾘﾃﾞｨﾉﾙﾁ ﾌｧｼﾞｮｰﾘ ｺﾛｰﾅ(白ｲﾝｹﾞﾝ豆大粒) pc ¥50

4272 ｲﾙﾋﾟｽﾀｯｷｵ ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂﾍﾟｰｽﾄ 1kg 本 ¥690

4441 フェラーラ社 ブロンゾスパゲッティ 5kg pc ¥330

4910 ﾊﾞﾘﾗ･No3ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ 1.4mm 5kg pc ¥510

4911 ﾊﾞﾘﾗ･No5ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.78mm5Kg pc ¥510

4922 ｾﾚｼｵﾈｵﾛｼｪﾌ･No5 1.7mm 1Kg pc ¥155

4923 ｾﾚｼｵﾈｵﾛｼｪﾌ･No3 1.4mm 1Kg pc ¥155

4928 ﾊﾞﾘﾗ･No7ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.9mm5Kg pc ¥510

4930 ﾊﾞﾘﾗ･No4　ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.6mm 5Kg pc ¥510

4952 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ 1.45mm5kg pc ¥200

4955 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.7mm 5kg pc ¥200

5105 ﾃﾞｨｻﾝﾃｨ･EXｳﾞｧｰｼﾞﾝｵｲﾙ500mlﾋﾞﾝ 本 ¥100

5126 ディサンティEXVオリーブオイル 5L 本 ¥300

5127 ﾃﾞｨｻﾝﾃｨ･ﾚﾓﾝ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 500ml 本 ¥100

5147 ﾃﾞｨｻﾝﾃｨ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 250ml 本 ¥50



5149 ピエトロ･EXVオイル 3L 本 ¥300

5175 ﾃﾞｨｻﾝﾃｨｾﾚｸｼｮﾝ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ﾍﾟﾗﾝｻﾞｰﾈ 500ml 本 ¥100

5181 ｶｶｵﾊﾞﾘｰ ﾌﾞｰﾙ･ﾄﾞ･ｶｶｵ 3kg pc ¥730

5182 ｶｶｵﾊﾞﾘｰ ﾊﾞﾄﾝｼｮｺﾗ 300本 pc ¥200

5191 ﾋﾟｴﾄﾛ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｵｲﾙ5L 本 ¥1,050

5230 ｶﾝﾎﾟｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ#1 (2500g) 缶 ¥100

5250 カカオバリーココアパウダー 1kg pc ¥330

5430 ｻﾊﾞﾄﾝ･ﾏﾛﾝ･ｴﾄﾌｪﾎｰﾙ430g pc ¥140

5488 冷凍)リエビト(ビール酵母) 500g pc ¥240

5520 ﾊﾞﾘﾗ ｸｽｸｽ 500g pc ¥110

5566 ｾﾚｼｵﾈｵﾛｼｪﾌ･ﾘｶﾞﾄｰﾆ1kg pc ¥200

5568 ﾓﾘｰﾉ ﾀﾞｯﾗｼﾞｮｳﾞｧﾝﾅ ﾄﾘﾌﾟﾛｾﾞﾛ 1kg pc ¥90

5634 ﾊﾞﾘﾗ･No26ﾘｿﾞｰﾆ500g pc ¥125

5639 ｾﾚｼｵﾈｵﾛｼｪﾌ･No72ﾍﾟﾝﾈﾘｶﾞｰﾃ1kg pc ¥200

5641 ｾﾚｼｵﾈｵﾛｼｪﾌ･No98ﾌｼﾞｯﾘ1kg pc ¥200

5642 ﾊﾞﾘﾗ･No73ﾍﾟﾝﾈﾘｶﾞｰﾃ(角)500g pc ¥90

5643 ﾊﾞﾘﾗ･ﾗｻﾞﾆｱ 500g pc ¥200

5644 ﾊﾞﾘﾗ･No13ﾊﾞﾍﾞｯﾃｨｰ500g pc ¥110

5655 バリラ カッペリーニ 500g pc ¥135

5698 ｾﾚｼｵﾈｵﾛｼｪﾌ･No13ﾘﾝｸﾞｲﾈ1kg pc ¥255

5705 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｽﾊﾟｯｶﾃｯﾚ 500g pc ¥15

5723 ﾊﾞﾘﾗ･No9ﾌﾞｶﾃｨｰﾆ500g pc ¥100

5771 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｶｻﾚｯﾁｪ 500g pc ¥25

5773 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｶｳﾞｧﾀｯﾋﾟ500g pc ¥15

5774 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｴﾘｰｹ 500g pc ¥45

5776 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ｴﾘｺｲﾀﾞｰﾘ 500g pc ¥45

5784 ｺﾗｳﾞｨｰﾀ･ﾌｪｯﾄﾁｰﾈ 500gr pc ¥50

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 ¥15

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



5811 千葉県こしひかり100%5kg pc ¥60

5814 茨城県産ｺｼﾋｶﾘ無洗米 5kg pc ¥110

5861 国産リゾットなごみ米 600g pc ¥100

5904 ﾔﾏｻ うにｿｰｽ 590g 本 ¥1,220

5973 ﾗ･ﾌｧﾌﾞﾘｶ･ﾃﾞｯﾗ･ﾊﾟｽﾀ ﾌｼﾞｯﾛｰﾆ 500g pc ¥50

5979 ｶｯﾘﾎﾟ ﾂﾅ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ漬け  80grx3 pc ¥60

6210 ﾃｨｰﾀｲﾑ(ｽﾃｨｯｸｼｭｶﾞｰ)3g300入 pc ¥62

6227 トスキシュガー5gパック750g pc ¥330

6228 日仏 FDﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 100g pc ¥490

6229 日仏商事･ﾌﾟｰﾄﾞﾙﾃﾞｺｰﾙ1kg pc ¥70

6234 ｻﾙﾌｨｵｰﾚ ﾃﾞｨ ﾛﾏｰﾆｬ 1kg(中粗粒) pc ¥100

6247 ｶｯﾌﾟ印 きび砂糖 750g pc ¥30

6251 日仏 FDﾌﾚｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 500g pc ¥2,530

6619 ﾏﾆｶﾙﾃﾞｨ･ﾊﾞﾙｻﾐｺ 1000ml 本 ¥200

6629 ﾏﾆｶﾙﾃﾞｨ･ﾊﾞﾙｻﾐｺ　レ・トンデ　250ml 本 ¥230

6690 ﾑｯﾃｨ･ﾄﾏﾄﾋﾞﾈｶﾞｰ500ml 本 ¥90

7024 冷蔵) ｸﾗﾌﾄ･ﾁｪﾀﾞｰ1㎏ pc ¥170

7064 冷蔵)グラナローロ・マスカルポーネ500g pc ¥100

7091 冷蔵)ペコリーノサルド ドルチェ 200g pc ¥180

7092 冷蔵)ペコリーノ サルド マトゥーロ 200g pc ¥180

7094 冷凍)ｿｯﾚﾝﾃｨｰﾅ ﾌｨｵﾙﾃﾞｨﾗﾃ ﾌｨﾛｰﾈ 1kg pc ¥100

7099 冷凍)ｿｯﾚﾝﾃｨｰﾅ ﾌｨｵﾙﾃﾞｨﾗｯﾃ ｼﾞｭﾘｴﾝﾇ 1.5kg pc ¥380

7134 冷蔵)Cuore Sardoペコリーノロマーノ 200g pc ¥180

7308 ｹﾝｺｰ ﾏﾖﾈｰｽﾞ(ｼﾙﾊﾞｰ)1kg 本 ¥130

7309 ｹﾝｺｰ からしﾏﾖﾈｰｽﾞ1kg 本 ¥100

7315 ｹﾝｺｰ ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾞﾀｰｿｰｽ 515g 本 ¥70

7316 ｹﾝｺｰ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾋｰｼﾞｮｿｰｽ 505g 本 ¥70

7317 ケンコーバターソース 505g 本 ¥70

7322 ｹﾝｺｰ 焦がしにんにくﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 1L 本 ¥40

7669 凍)ﾘﾁｪｯﾀﾄﾞｰﾛ ｻﾙｼｯﾁｬﾃﾞｯﾗｶｰｻﾞ500g pc ¥100

7670 凍)ﾘﾁｪｯﾀﾄﾞｰﾛ ｻﾙｼｯﾁｬﾋﾟｯｶﾝﾃ 500g pc ¥100



7671 凍)ﾘﾁｪｯﾀﾄﾞｰﾛ ｻﾙｼｯﾁｬﾌｨﾉｯｷｵｰﾅ500g pc ¥100

7677 冷凍)サルシッチャベース フィノッキオ500g pc ¥80

7677 冷凍)サルシッチャベース フィノッキオ500g pc ¥80

7802 凍)YGC冷凍ｲﾝｹﾞﾝSS 500g pc ¥35

7818 凍)ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ500g(冷凍) pc ¥40

7828 凍)中国 そら豆 L 500g pc ¥60

7863 冷凍)ﾎﾞﾝﾃﾞｭｴﾙ ﾌｧｰｳﾞｪ(ﾌﾗﾝｽ産ｿﾗﾏﾒ)1kg pc ¥340

7865 冷凍)ﾎﾞﾝﾃﾞｭｴﾙ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ 2.5kg pc ¥230

7886 冷凍)北海道産 白インゲン豆1kg pc ¥55

7888 冷凍)北海道産 グリーンピース500g pc ¥90

7889 冷凍)北海道産 ホールコーン1kg pc ¥120

7890 冷凍)北海道産 かぼちゃペースト 1kg pc ¥120

7894 冷凍)キスコ ベシャメルソースNZ　1㎏ pc ¥30

7897 冷凍)ﾎｸﾚﾝ 北海道ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ 1kg pc ¥130

7900 凍)A&F 揚げ茄子 乱切り　1㎏ pc ¥90

7950 冷凍)ｷｽｺ ﾌｫﾝﾄﾞｳﾞｫｰCR 1kg pc ¥170

7961 冷凍)俺のｴﾋﾞ ﾊﾞﾅﾒｲﾑｷｴﾋﾞ 31/40 1.8kg pc ¥400

8007 凍)シーフードミックス 800g pc ¥120

8019 冷凍)ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ ﾑｷｴﾋﾞIQF･2Lｻｲｽﾞ700g pc ¥280

8058 冷凍)ﾒｶｼﾞｷの生ｽﾓｰｸﾌﾞﾛｯｸ約1kg　(不定貫) g ¥60

8107 凍)ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷ･ｼｰﾄ角30x40x4cm pc ¥210

8129 凍)MCC ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ1kg pc ¥250

8145 冷凍)MCC ﾃﾞﾘｶ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ 1kg pc ¥25

8167 冷凍)MCC兵庫県産バジルペースト250g pc ¥50

8401 消)ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｲｽ ｱﾙﾐﾎｲﾙ 30cmx50m 本 ¥90

8451 冷凍)ﾏｯｹｲﾝ SCﾜｯﾌﾙﾌﾗｲｽｷﾝｵﾝ　4.5LB pc ¥170

8464 消)ﾘｹﾝﾌｧﾌﾞﾛ ﾌﾞﾙｰﾗｯﾌﾟ ｵｰｼｬﾝ 30×100m 本 ¥50

8488 消)Livi ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ 中判 200枚×5 pc ¥50

8501 消)業務用中性洗剤 ﾓﾓｺ 18kg 缶 ¥400

8765 サバトンマロンピューレ 870g pc ¥200

9889 冷凍)ﾉｰｽｲ ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ(ﾎｰﾙ) 500g pc ¥50



9891 凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥130

9892 冷凍）ﾗ・ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ　ﾎﾜｲﾄﾋﾟｰﾁ　ﾋﾟｭｰﾚ　1kg pc ¥90

9894 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾊﾟｯｼｮﾝﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥110

9895 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ｱｰﾓﾝﾄﾞﾐﾙｸﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥150

9896 凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥90

9897 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥100

9898 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾋﾟｭｰﾚ pc ¥90

9899 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥130

9900 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾗｲﾁﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥230

9902 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙﾌﾞﾗｯｸｶﾗﾝﾄ(ｶｼｽ)ﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥110

9903 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾌﾚﾝﾁﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾎｰﾙ 500g pc ¥100

9906 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾎｰﾙ 1kg pc ¥100

9907 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾎｰﾙ 1kg(ｶﾅﾀﾞ) pc ¥130

9908 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾓﾚﾛﾁｪﾘｰﾎｰﾙ 1kg pc ¥80

9910 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾚｯﾄﾞｶﾗﾝﾄﾎｰﾙ 1kg pc ¥90

9911 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰﾎｰﾙ 1kg pc ¥100

9912 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙﾌｫﾚｽﾄﾌﾙｰﾂﾎｰﾙ 1kg pc ¥110

9915 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥100

9916 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥150

9918 凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙﾏﾝｺﾞﾋﾟｭｰﾚ1kg（加糖） pc ¥110

9919 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸﾋﾟｭｰﾚ 250g pc ¥87

9920 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾍﾟｱｰ(加糖)洋なしﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥90

9921 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾚｯﾄﾞｶﾗﾝﾄﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥110

9922 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾊﾞﾅﾅﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥90

9924 冷凍)ﾗ･ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾋﾟｰﾁﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥110

9925 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾌｨｸﾞﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥110

9926 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ﾗｲﾑﾋﾟｭｰﾚ1kg pc ¥110

9928 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ ｴｷｿﾞﾁｯｸﾌﾙｰﾂﾋﾟｭｰﾚ　1kg pc ¥140

9931 冷凍)ﾌﾙﾃｨｴｰﾙ･ｷｳｲﾋﾟｭｰﾚ 1kg pc ¥105

9936 冷蔵)プリモサレ ピスタチオ　200ｇ pc ¥90

9937 冷蔵)プリモサレ タルトゥーフォ　200ｇ pc ¥230



9938 冷蔵)プリモサレ ノーチ　200g(くるみ) pc ¥230

27304 ｹｰﾊﾟｰｽ社 ｹｲﾊﾟｰﾍﾞﾘｰ 300ml 本 ¥40

27602 ﾎﾟﾚﾝﾀ ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅｰﾚ白 1kg pc ¥60

27101S Macario Limonata 275ml 本 ¥25

27102S Macario Aranciata 275ml 本 ¥25

27103S Macario Chinotto 275ml 本 ¥25

27104S Macario Gassosa 275ml 本 ¥25

4910A (得)2ｹｰｽｾｯﾄ ﾊﾞﾘﾗ･No3ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ5kg cs ¥2,680

4911A (得)2ｹｰｽｾｯﾄ ﾊﾞﾘﾗ･No5ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.78mm5KG cs ¥2,680

4928A (得)2ｹｰｽｾｯﾄ ﾊﾞﾘﾗ･No7ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.9mm5Kg cs ¥2,840

5126A （得）4缶ｾｯﾄ ﾃﾞｨｻﾝﾃｨ･EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 5L ｾｯﾄ ¥1,200

5149A (得)4缶ｾｯﾄ ﾋﾟｴﾄﾛ･EXｳﾞｧｰｼﾞﾝｵｲﾙ3L ｾｯﾄ ¥1,440

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 ¥4,000

5230A (得)10缶ｾｯﾄ ｶﾝﾎﾟｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ#1 (2500g) ｾｯﾄ ¥1,100

5230B （直）5cs　ｶﾝﾎﾟｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ#1 (2500g) ｾｯﾄ ¥3,880

5698A (得)2ｹｰｽｾｯﾄ ｾﾚｼｵﾈｵﾛｼｪﾌ･No13ﾘﾝｸﾞｲﾈ1kg ｾｯﾄ ¥5,040

7094A （得)12本ｾｯﾄｿｯﾚﾝﾃｨｰﾅ ﾌｨｵﾙﾃﾞｨﾗﾃ ﾌｨﾛｰﾈ 1kg ｾｯﾄ ¥720


