
商品コード 商品名 単位 値上げ価格

104 ｿﾙﾚｵｰﾈ ｱﾝﾁｮﾋﾞﾍﾟｰｽﾄ 60g 本 ¥130

208 ﾌﾞﾚ-ｽﾞ ﾊﾞﾙｻﾐｺ ｸﾘｰﾑ380ml 本 ¥170

231 ﾚ･ﾃｯﾚ･ﾃﾞﾙ･ｶｽﾃｯﾛ EXV 500ml 本 ¥50

522 ｵﾙﾄ ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ種付1kg 本 ¥790

722 冷蔵)フランス産キャビアバター 45g pc ¥1,150

725 冷蔵)フランス産キャビアシグネチャー50g pc ¥3,000

726 冷蔵)グレイ・ミュレ･ボッタルガ 約230g g ¥4.50

768 冷蔵)ブルックトラウトキャビアBIO 50g pc ¥170

947 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.4 500g pc ¥13

948 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾄｰﾆ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.77 500g pc ¥13

949 ﾀﾝﾏ ﾍﾟﾝﾈ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ No.36 500g pc ¥20

1101 ｵｲﾙｻｰﾃﾞｨﾝ缶 105g pc ¥60

1253 冷凍)フォカッチャ  厚手(大) 丸5枚入り pc ¥70

1321 ﾐﾗｿﾙ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ ｽﾗｲｽ 400g 本 ¥50

1322 ﾐﾗｿﾙ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ 種抜き 300g 本 ¥50

1323 ﾐﾗｿﾙ ｸﾞﾘｰﾝｵﾘｰﾌﾞ 種抜き 300g 本 ¥50

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 ¥90

1927 ﾘｯﾂｫｰﾘ ﾌｨﾚｱﾝﾁｮﾋﾞ缶 720g 缶 ¥430

2018 伊那食品　ﾊﾟﾝﾅｺｯﾀﾐｯｸｽ 600g pc ¥140

2109 ﾌﾞﾙﾈｯﾗ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 1.7mm 5kg pc ¥560

2202 いし本 おろし生にんにく1kg pc ¥210

2648 はくばく ｷﾇｱ 300g pc ¥50

2797 ボルピープロシュートブロック約5.5kg g ¥0.70

2825 冷蔵)ボルピープロシュートスライス 300g pc ¥270

2921 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾃﾌﾛﾝ No4 1.77mm 1kg pc ¥100

2922 ﾀﾝﾏ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ-ﾆ ﾃﾌﾛﾝ No3 1.5mm 1kg pc ¥100

2933 ﾀﾝﾏ ﾘﾝｸﾞｲｰﾈ ﾃﾌﾛﾝ No7 1kg pc ¥120

2935 ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ NO3 1.5mm　5kg pc ¥100

2936 ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ　 NO4 1.77mm　5kg pc ¥100

3002 冷凍)燻しﾍﾞｰｺﾝｽﾗｲｽ ﾊｰﾌｶｯﾄ300g pc ¥40

3010 Ligo ｸﾘｰﾑｺｰﾝ 3005g ♯1缶 pc ¥40

3014 冷蔵)フランス産ブリー 120gカット pc ¥100

3029 冷蔵)ギリシャフェタ200g pc ¥100

3236 ｼｬﾄｰﾌﾞﾗﾝ ｶｰﾚｯｸｽｽﾌﾟﾚｰ XS　400ml pc ¥160

3240 伊那 ﾌﾟﾁﾄﾞﾘｯﾌﾟ 500g pc ¥190

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 ¥200

4191 ﾘｯﾂｫｰﾘ ｱﾝﾁｮﾋﾞﾍﾟｰｽﾄ　440ｇ 本 ¥50

4211 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾖｺ豆 380g pc ¥50



4213 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ 380g pc ¥50

4241 冷凍)ベルギー産ミニパンケーキ　500g pc ¥100

4296 ﾄﾏﾄ 業務用ﾌﾗｲﾄﾞｵﾆｵﾝ1kg pc ¥330

4309 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ 380g(230g) pc ¥50

4314 ラムフォード ベーキングパウダー113g pc ¥60

4347 プレクックド・ラザニア4.8㎏(ﾍﾞﾙｷﾞｰ） cs ¥340

4362 1883 グレナディンシロップ 1000ml 本 ¥115

4371 1883 ジンジャエールシロップ 1000ml 本 ¥130

4372 1883 コーラシロップ 1000ml 本 ¥130

4373 1883 トニックシロップ 1000ml 本 ¥130

4940 冷凍)ﾆｭｰｵｰｸﾎﾞ 早ゆで生ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 130g×15食 箱 ¥50

4941 冷凍)ﾆｭｰｵｰｸﾎﾞ 早ゆで生ﾘﾝｸﾞｲｰﾈ 130g×15食 箱 ¥50

4948 冷凍)ﾆｭｰｵｰｸﾎﾞ 生ﾀﾘｱﾃｯﾚ 130g×15食 箱 ¥100

4969 冷凍)ﾆｭｰｵｰｸﾎﾞ 生ｷﾀｯﾗ 100g×15食 箱 ¥50

4984 冷凍)ﾆｭｰｵｰｸﾎﾞ 生ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 2mm 130g×15食 箱 ¥150

5111 ﾌﾟﾗﾈﾀ･EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ IGP 500ml 本 ¥630

5113 ﾃﾞｨ･ｶﾙﾛ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ PET 1L 本 ¥200

5122 ﾘｽﾄｰﾗ･ﾃ･ｱﾗ･ﾍﾟｽｶ(粉末ﾋﾟｰﾁﾃｨｰ)1kg pc ¥300

5172 ミラソル ゴールドブレンドオイル 5L pc ¥320

5173 ミラソルピュアオイル5L pc ¥1,150

5177 ﾊﾞﾙﾍﾞﾗ ﾌﾗﾝﾄｲｱ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ1000ml 本 ¥700

5190 ミラソルEXV オイル 5L pc ¥1,100

5199 3000ml ﾌﾟﾗﾈﾀ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ IGP 本 ¥440

5215 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄ#1 (2500g) 缶 ¥390

5224 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ#1 (2550g) 缶 ¥370

5225 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾎﾟﾙﾊﾟ ﾃﾞｨ ﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ 5kg pc ¥480

5245 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｿｰﾚ･ﾄﾏﾄﾎｰﾙ#1(2550g) pc ¥360

5282 ｿﾙﾚｵｰﾈ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ #1 缶 ¥310

5302 日清 調合ｺﾞﾏ油 1500g pc ¥280

5406 国産 かたくり粉 1kg pc ¥40

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 pc ¥290

5766 ｿﾙﾚｵｰﾈ 白いんげん豆380g pc ¥50

5811 千葉県こしひかり100%5kg 体 ¥300

5814 茨城県産ｺｼﾋｶﾘ無洗米 5kg 体 ¥200

5859 冷凍)ｿｰﾙﾚｵｰﾈ ﾆｮｯｷ･ﾌﾟﾚｰﾝ1kg pc ¥110

5902 ﾔﾏｻ･徳用醤油1.8Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ pc ¥50

6200 日本甜菜製糖 HOﾋﾞｰﾄ 上白糖 1kg pc ¥40

6201 日本甜菜製糖 HOﾋﾞｰﾄ ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 1kg pc ¥0

6202 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 1kg pc ¥42



6203 三温糖1kg pc ¥35

6212 愛国･ﾊﾟｳﾀﾞｰｼｭｶﾞｰ450g pc ¥35

6213 上白糖 1kg pc ¥60

6224 グラニュー糖 GN 30㎏ pc ¥850

6326 消)ｽﾓｰｸｳｯﾄﾞ ｻｸﾗ pc ¥55

6539 Moretti Zero 330ml　ﾓﾚｯﾃｨ･ｾﾞﾛ 本 ¥40

6620 ｱﾁｪｰﾄｩﾑ ﾊﾞﾙｻﾐｺ 500ml 本 ¥300

7009 冷蔵) ｵﾗﾝﾀﾞ ｺﾞｰﾀﾞｼｭﾚｯﾄﾞ1kg pc ¥90

7013 冷蔵) エメンタール約1㎏(スイス) g ¥0.40

7015 冷蔵) ｴﾀﾞﾑﾁｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg pc ¥170

7020 冷蔵)モッツァレラシュレッド1kg pc ¥170

7031 冷蔵) ﾄﾞｲﾂ ｽﾃｯﾍﾟﾝｼｭﾚｯﾄﾞ1kg pc ¥100

7032 冷蔵)ｷﾘ ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ6ｐ108ｇ pc ¥30

7033 冷蔵) ﾌﾘｺｺﾞｰﾀﾞ約4kgﾀｲﾌﾟ(不定貫） g ¥0.20

7034 冷蔵)GM ミックスチーズ1kg pc ¥150

7036 冷蔵)ｱｰﾗ ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ125g pc ¥40

7038 冷蔵) ﾍﾞﾋﾞｰｽﾓｰｸ180g pc ¥140

7044 冷蔵)ムーンダラー クリームチーズ 1kg pc ¥100

7045 冷蔵)ﾓｯﾂｧﾚﾗﾁｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｸ 800g(定貫） pc ¥100

7050 冷蔵) JUCOVIA業務用チェダースライス300g pc ¥70

7058 冷蔵) FDM ﾍﾟｺﾘｰﾉ ﾛﾏｰﾉ 約1kg(不定貫） g ¥0.75

7062 冷蔵)FDM 100％ペコリーノパウダー 1kg pc ¥750

7063 冷凍)ザネッティモッツァレラピゼリア 1kg 本 ¥100

7067 冷蔵) ザネッティマスカルポーネ 500g pc ¥300

7087 冷蔵)ﾐﾓﾚｯﾄ 9ヵ月 約90gｶｯﾄ(不定貫) g ¥0.90

7133 冷蔵) FDM ｸﾞﾗﾝﾏｰｿﾞ 約1kgｶｯﾄ(不定貫） g ¥0.20

7143 冷蔵)ﾑﾗｶﾜ　ﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉ ﾚｼﾞｬｰﾉﾊﾟｳﾀﾞｰ1kg pc ¥630

7149 冷蔵)JUCOパルメザンﾌﾞﾚﾝﾄﾞパウダー 1kg pc ¥150

7150 冷蔵) FDM ｸﾞﾗﾅﾊﾟﾀﾞｰﾉ 約1kgｶｯﾄ(不定貫） g ¥0.43

7151 冷蔵)FDM ﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉﾚｼﾞｬｰﾉ　約1㎏ｶｯﾄ g ¥0.30

7156 冷蔵) FDM ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ ﾄﾞﾙﾁｪDOP 約1400g g ¥0.18

7157 冷蔵) FDM ｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ ﾋﾟｶﾝﾃ DOP 約1200g g ¥0.22

7195 冷蔵）FDM 100% ｸﾞﾗﾅﾊﾟﾀﾞｰﾉ ﾊﾟｳﾀﾞｰ 1kg pc ¥400

7196 冷蔵）FDM ﾊﾟﾙﾐｼﾞｬｰﾉ ﾊﾟｳﾀﾞｰ 1kg pc ¥30

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 ¥140

7275 冷蔵)ASIAGOアジアゴシュレッド DOP 1kg pc ¥500

7303 冷蔵)北海道産ラクレットチーズ2.3kg定貫 pc ¥530

7339 冷蔵)ACゴーダミックスチーズ 1kg pc ¥100

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 ¥60

7516 冷蔵) NVﾍﾞｰｺﾝﾌﾞﾛｯｸ 2.5kg g ¥0.08

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 ¥40

7741 冷蔵)NZ産グラスフェッドバター454g無塩 pc ¥100

8064 冷凍)アトランサーモン　ロイン　約400ｇ g ¥0.23

8154 冷凍)かほく秘伝豆(ムキ身)　500ｇ pc ¥170

8244 冷凍)JC DSﾃﾞﾘｶｸﾗｽﾄ1000 24cm 24枚入 cs ¥300

8430 消)花王ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ4.5L pc ¥170

8433 消)マジックリン4.5L pc ¥205

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

8514 消)ﾌﾚｯｼｭﾒｲﾄ 紙ﾀｲﾌﾟ乳白無地(平)　FM-4 pc ¥40

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 本 ¥40

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 本 ¥40

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 本 ¥40

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 本 ¥40

8827 ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾋﾞｵ 有機さくらハチミツ 250g 本 ¥500

9867 冷蔵)スペイン ミニハモンセラーノ約1kg pc ¥470

9889 冷凍)ﾉｰｽｲ ﾐｯｸｽﾍﾞﾘｰ(ﾎｰﾙ) 500g pc ¥60

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 cs ¥470

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 cs ¥470

2935A (得)2csｾｯﾄ ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ NO3 1.5mm5kg cs ¥600

2936A (得)2csｾｯﾄ ｶｼﾅｰﾚ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨNO4 1.77mm5kg cs ¥600

5113A (得)1ｹｰｽ ﾃﾞｨ･ｶﾙﾛ EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ PET 1L cs ¥1,980

5190A (得)3本ｾｯﾄ ﾐﾗｿﾙ･EXｳﾞｧｰｼﾞﾝｵｲﾙ5L(ｽﾍﾟｲﾝ) pc ¥3,450

5215D 6缶ｾｯﾄ ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾀﾞｲｽﾄﾏﾄ#1 (2500g) cs ¥2,220

5224A (得)10缶ｾｯﾄ ｿﾙﾚｵｰﾈ ﾄﾏﾄﾎｰﾙ#1 (2550g) ｾｯﾄ ¥3,700

5224D (得)ケース6缶セット ソルレオーネトマトホール cs ¥2,220

6539S Moretti Zero 330ml ﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾓﾚｯﾃｨ･ｾﾞﾛ 本 ¥40

7306S 冷蔵）グラナパダーノパウダー1㎏ pc ¥600


