
商品名 販売価格（税込）

プレスキル カニとほうれん草のキッシュ YouTubeでも配信！スタッフ大絶賛！ ¥2,500 冷凍 食品

NEW プレスキル 真鯛のパイ包み焼き 今回の為に特別に作成！ここでしか買えない！ ¥1,000 冷凍 食品

プレスキル 海藻バター 特に白身魚にお勧め！ ¥600 冷凍 食品

NEW MOTOI パパ餃子 専門店を出すほど人気の餃子です！ ¥2,300 冷凍 食品

NEW アッラゴッチャ ボロネーゼ（2人前） 温めるだけでお店の味をそのまま家で！ ¥1,600 冷凍 食品

NEW アッラゴッチャ トマトソース（2人前） 温めるだけでお店の味をそのまま家で！ ¥1,500 冷凍 食品

NEW イルソーレロッソしらすのマリナーラ しらすの塩味でビールが進む！ ¥700 冷凍 食品

NEW イルソーレロッソマルゲリータ ナポリピッツァの定番！まずはこれから！ ¥800 冷凍 食品

NEW イルソーレロッソディアボラ 辛いもの好きにはこれ！はまります！ ¥990 冷凍 食品

NEW イルソーレロッソバンビーノ お子様と一緒に。夏休みの昼ご飯はこれで決まり！ ¥990 冷凍 食品

NEW イルソーレロッソたっぷり4種チーズ 大人気！4種のチーズのマリアージュ。 ¥1,200 冷凍 食品

リンデンバーム ウインナーバラエティー ウインナー/チョリソー/デブレッチナー/ヴァイスヴルスト 810 冷蔵 食品

リンデンバーム ソーシスアライユ 上品なニンニク風味のソーセージ。 550 冷蔵 食品

リンデンバーム ユールドポール 豚タンとプスタチオの相性抜群な旨味のあるゼリー寄せ 620 冷蔵 食品

リンデンバーム 京地鶏とピクルスのゼリー寄せ 店長一家、激ハマり。 500 冷蔵 食品

リンデンバーム ブルーチーズ風味　テリーヌドカンパーニュ 赤ワインと一緒にどうぞ！ 620 冷蔵 食品

リンデンバーム 鴨とイチジク、ナッツのテリーヌ 人気商品！マデラ酒で香り付けした鴨肉。 620 冷蔵 食品

NEW リンデンバーム パテアンクルート フォアグラ入りのパテをパイで包み焼き上げた贅沢な一品。 1,000 冷蔵 食品

リンデンバーム パンチェッタ（ベーコン） 煮込み料理やパスタ、さまざまなお料理に！ 1,000 冷蔵 食品

NEW リンデンバーム 生パンチェッタ そのままはもちろん、軽く焼いてサラダやパスタに。 1,100 冷蔵 食品

リンデンバーム レバーペースト 全く臭みがない、店長絶賛の一品。 660 冷蔵 食品

京料理たか木 お出しセット 一度買われた方からの多数の再販要請を受け、再販決定！ ¥1,450 常温 食品

バレット 山椒オイル YouTubeで使い方公開中！ ¥1,700 常温 食品

NEW 柏屋 ちりめん山椒 間違いない一品。お土産や、ご飯のお供にどうぞ。 ¥1,650 常温 食品

NEW 柏屋 松前醤油 柏屋オススメ！美味しいお醤油です。 ¥1,300 常温 食品

酒中花空心 よだれ醤 毎回完売！蒸し鶏にかけてよだれ鶏！ ¥1,300 常温 調味料

酒中花空心 辣油 特製ラー油！麻婆味噌とセットがお勧め！ ¥1,200 常温 調味料

酒中花空心 麻婆味噌 焼き厚揚げに乗せるのがシェフお勧め！ ¥1,000 常温 調味料

酒中花空心 豆板醤 大人気！空心特製の自家製豆板醤！ ¥800 常温 調味料

酒中花空心 甜麺醤 使用用途多岐！中華が本格的な味に！ ¥800 常温 調味料

酒中花空心 酢豚ソース 前回出品時即完売の人気商品！ ¥800 常温 調味料

商品名 販売価格（税込）セール価格（税込） 値引率

イタリア産モッツァレラバッカ ナチュラ100g カプレーゼやピッツァマルゲリータに！ 594 ¥380 36% 冷蔵 チーズ

イタリア産 ゴルゴンゾーラ・ドルチェ カット 90g ちょっと甘い青かびチーズ。ワインと共に。 756 ¥500 34% 冷蔵 チーズ

イタリア産 グラナパダーノ 約90g カルボナーラを作る時に是非！ 540 ¥380 30% 冷蔵 チーズ

イタリア産 パルミジャーノ レジャーノ90g 固まりでも削ってもよし。人気チーズです。 810 ¥550 32% 冷蔵 チーズ

フランス産 ブリー110g 言わずと知れたチーズの王様。白カビチーズ。 648 ¥450 31% 冷蔵 チーズ

キャステロ　カマンベール 125g みんな大好き！カマンベールチーズ。 540 ¥380 30% 冷蔵 チーズ

ﾏｽﾉﾀﾏｺﾞ 50G イクラより小粒。着色料保存料未使用。 1,814 ¥600 67% 冷蔵 食品

A.P.キャビアフランスオシェトラ18G 5,940 ¥1,800 70% 冷蔵 食品



FZ ﾌｫﾝﾄﾞｳﾞｫｰ - 2,300 ¥1,500 35% 冷凍 調味料

FZﾌｨﾚﾄﾞｶﾅｰﾙﾊﾞﾙﾊﾞﾘｰ 毎回大好評！数量限定販売！ 1,512 ¥990 35% 冷凍 食品

ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ 280g フランス産の本格バゲット！ 408 ¥250 39% 冷凍 食品

NEW クリームチーズカップアイス kiriのクリームチーズがアイスに！ 162 ¥100 38% 冷凍 食品

ｺｯｸｽｼｭｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ330m 心地よい酸味と芳醇な香り。 864 ¥330 62% 常温 飲料

NEW ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾈｸﾀｰ330ml ドライアプリコットをかじったような凝縮感 864 ¥330 62% 常温 飲料

ｻﾏｰﾍﾟｱｰﾈｸﾀｰ330ml 店長一押し！一度飲めばハマる！ 864 ¥330 62% 常温 飲料

ｶﾍﾞﾙﾈｼｭﾛｾﾞ ｸﾞﾚｰﾌﾟ330 複雑味が楽しめる、華やかな後味。 864 ¥330 62% 常温 飲料

ｼｬﾙﾄﾞﾈｼｭｼﾛ ｸﾞﾚｰﾌﾟ330 豊かな風味に負けない酸。 864 ¥330 62% 常温 飲料

ﾒﾙﾛｰｼｭｱｶ ｸﾞﾚｰﾌﾟ330ml 一番人気。房ごとかじったような味 864 ¥330 62% 常温 飲料

ﾌﾞﾄﾞｳﾊﾞﾀｹﾉﾋﾟｰﾁﾈｸﾀｰ330ｍｌ 濃厚で後味はすっきり。 864 ¥330 62% 常温 飲料

ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝｼﾛｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ330ml バランスが良く、スッキリとした後味。 864 ¥330 62% 常温 飲料

ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｼﾞｭｰｽ330ml 甘味と軽い苦みが絶妙！夏にピッタリ！ 1,080 ¥440 59% 常温 飲料

NEW ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾈｸﾀｰ330ml 優れた品種として知られるメッカ―種使用。 1,080 ¥440 59% 常温 飲料

ﾏﾝｺﾞﾈｸﾀｰ330ml ネクター人気No.1　超濃厚！ 1,296 ¥450 65% 常温 飲料

NEW ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾈｸﾀｰ330ml スタッフも誰も飲んだことない、未知の味。 1,296 ¥450 65% 常温 飲料

ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ330ml 甘味と風味のバランスが良く、フレッシュ。 1,296 ¥450 65% 常温 飲料

NEW ﾗｲﾁﾈｸﾀｰ330ml さらさらとした瑞々しいテクスチャー。 1,080 ¥440 59% 常温 飲料

NEW ｶﾍﾞﾙﾈｱｶｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 330ML 日本向けに開発された、日本人に合う味。 864 ¥330 62% 常温 飲料

ｼｬﾙﾄﾞﾈｼｭｼﾛ ｸﾞﾚｰﾌﾟ 1L 豊かな風味に負けない酸。 1,944 ¥660 66% 常温 飲料

ﾒﾙﾛｰｼｭｱｶ ｸﾞﾚｰﾌﾟ 1L 一番人気。房ごとかじったような味 1,944 ¥660 66% 常温 飲料

ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝｼﾞｭｰｽ 1L バランスが良く、スッキリとした後味。 1,944 ¥660 66% 常温 飲料

ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｼﾞｭｰｽ 1L 甘味と軽い苦みが絶妙！夏にピッタリ！ 2,376 ¥990 58% 常温 飲料

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞｼﾛｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 100％果汁に炭酸。お子様の乾杯ドリンクに！ 1,944 ¥770 60% 常温 飲料

ｼﾁﾘｱﾝﾚﾓﾝｿｰﾀﾞ 355ML スッキリ爽やか！ 324 ¥140 57% 常温 飲料

ｼﾁﾘｱﾝﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞｿｰﾀﾞ 優しい甘さと快い酸味。 324 ¥140 57% 常温 飲料

ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｿｰﾀﾞ 酸味の中に甘さを感じる。 324 ¥140 57% 常温 飲料

ﾌﾞﾙｰｲﾀﾘｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ355ml スッキリして食事にピッタリ！ 324 ¥120 63% 常温 飲料

ﾌﾞﾙｰｲﾀﾘｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰﾋﾞｱ 355ml 生姜のピリッとした辛みが刺激的。ジュースです。 324 ¥120 63% 常温 飲料

ｶﾌﾟﾘｯﾁｮ EXV 250ml 野生のハーブやドライフルーツのような風味 702 ¥350 50% 常温 オイル

ﾛﾝﾊﾞﾙﾄﾞ ｼﾁﾘｱEX 500ML フーバー定番商品！ 3,024 ¥1,100 64% 常温 オイル

NEW ｱﾙｶﾞﾝ ｴｷｽﾄﾗ ｳﾞｧ-ｼﾞﾝ ｵｲﾙ100ML 約100㎏の身を使い、12時間かけて手作業で。 4,968 ¥2,600 48% 常温 オイル

ﾚﾓﾝｵﾘｰﾌﾞ ｵｲﾙ ﾁﾄﾘﾉ500 フレッシュなレモンの香り。 4,104 ¥1,600 61% 常温 オイル

RU EXVオリーブオイル INTOSSO 500ml フルーティーで少し辛め。 3,240 ¥1,600 51% 常温 オイル

NEW ｱﾝﾄﾆｵﾙｯﾛ EXVOﾁﾄﾗ 229g/250ml 驚異の酸度0.1～0.2％！超新鮮！ 1,404 ¥700 50% 常温 オイル

ﾁﾁｭｳｶｲハーブ ﾎﾟﾃﾁ50G - 324 ¥150 54% 常温 菓子

ﾄｰﾚｽｷｬﾋﾞｱﾌｳﾐﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ40g キャビアの味を再現。シャンパンのお供にも。 324 ¥150 54% 常温 菓子

ﾄｰﾚｽﾁｰｽﾞｱﾌｳﾐﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ40g マンチェゴチーズの風味。 324 ¥150 54% 常温 菓子

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾟﾚｯﾄ たっぷりバターとサクサクな食感 432 ¥190 56% 常温 菓子

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾟﾙﾐｴ ｷｬﾗﾒﾙ キャラメルコーティングでカリカリ食感 518 ¥220 58% 常温 菓子

SM ｶﾞﾚｯﾄ8ﾏｲ ﾊｰﾌﾊﾟｯｸ 原点のビスケット。 216 ¥110 49% 常温 菓子

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾌﾟﾁﾌﾞｰﾙ 180g 素朴なバタークッキー 518 ¥220 58% 常温 菓子

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾞﾀｰﾊﾟﾙﾐｴ87g カリカリの食感にバター味のパイ生地 518 ¥250 52% 常温 菓子

ｻﾝﾐｯｼｪﾙG ｶﾞﾚｯﾄ ゲランとの塩がアクセントに！ 518 ¥220 58% 常温 菓子

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ ｷｬﾗﾒﾙ - 518 ¥250 52% 常温 菓子



ｻﾝﾐｯｼｪﾙ G ｶﾞﾚｯﾄ ｼｮｺﾗ ココアビスケットにチョコチップ 518 ¥220 58% 常温 菓子

NEW ｳｨｯﾀｶｰ ﾋﾟｰﾅｯﾂ ローストピーナッツのクランキーな食感 756 ¥450 40% 常温 菓子

ｳｨｯﾀｶｰ ﾌﾙｰﾂ&ﾅｯﾂ ﾊﾞｰ 粗挽きアーモンドとレーズン入り 270 ¥120 56% 常温 菓子

ｳｨｯﾀｶｰ ﾀﾞｰｸｶﾞｰﾅ ガーナ産のカカオを72％使用。 270 ¥120 56% 常温 菓子

NEW ﾌﾟﾗﾘﾈﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ70G 2,009 ¥1,100 45% 常温 菓子

CDP  ｲﾁｼﾞｸｼﾞｬﾑ 170G 食感、果実感が素晴らしい！ 475 ¥300 37% 常温 ジャム

CFｱﾏﾅﾂﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ115 砂糖不使用。国産甘夏100％で爽やか！ 562 ¥330 41% 常温 ジャム

CFｱﾏﾅﾂﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ115 - 562 ¥330 41% 常温 ジャム

CFイチゴバタージャム120 クリーミーでまろやか。バターのコクが特徴的。 648 ¥390 40% 常温 ジャム

クリームチーズベリージャム スイーツのようなクリームにつぶつぶ食感。 756 ¥450 40% 常温 ジャム

120 G ﾊﾞﾗﾙ ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ そのままでも、サラダや煮込みにも。 464 ¥220 53% 常温 食品

120 G ﾊﾞﾗﾙ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ ｷﾞﾘｼｬﾌｳ 塩味が利いていて、パスタやスープに。 518 ¥250 52% 常温 食品

ｸｽｸｽﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｲﾝ 500G 加熱済なので簡単調理！ 713 ¥250 65% 常温 食品

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ ﾊﾞﾙｻﾐｺ ﾋﾞﾈｶﾞｰ  50CL ドレッシングや魚介・鶏料理に！ 2,462 ¥1,480 40% 常温 調味料

25CL P  ｱｶﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ - 410 ¥250 39% 常温 調味料

25CL P  ｼﾛﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ - 410 ¥250 39% 常温 調味料

25CL P  ｼｪﾘｰﾋﾞﾈｶﾞｰ プロ愛用者多数！ドレッシングなどに。 756 ¥350 54% 常温 調味料

25CL P ﾌﾚｯｼｭ  ｴｽﾄﾗｺﾞﾝｲﾘﾋﾞﾈｶﾞ- ドレッシングや魚介・鶏料理に！ 756 ¥350 54% 常温 調味料

ディジョンマスタード  100G サンドイッチやソースのベースに！ 313 ¥150 52% 常温 調味料

タネイリマスタード  90G ソーセージや肉料理に最適！ 313 ¥150 52% 常温 調味料

ﾀﾈｲﾘﾏｽﾀｰﾄﾞ  90G - 313 ¥150 52% 常温 調味料

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ｺﾙﾆｯｼｮﾝ  21CL 497 ¥280 44% 常温 調味料

ｶﾏﾙｸﾞ ｸﾞﾛｾﾙ1KGﾌｸﾛｲﾘ 調理塩に最適。パスタ鍋に！ 626 ¥250 60% 常温 調味料

カマルグフルールドセル 125G - 1,188 ¥500 58% 常温 調味料

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 250G 塩田の表面のみ手作業で。甘みのある塩 1,728 ¥850 51% 常温 調味料

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 40G 塩田の表面のみ手作業で。甘みのある塩 518 ¥250 52% 常温 調味料

ｶﾏﾙｸﾞｶﾞｰﾘｯｸ&ﾊﾟｾﾘ125G お肉やお魚の仕上げ塩として。 1,404 ¥620 56% 常温 調味料

グロワエナチュール サバノリエット100g サバ60％使用。濃厚な味。 1,188 ¥450 62% 常温 調味料

【NEW】ﾀﾝﾄﾞｰﾘ 150G PET 赤身の肉、鶏肉をロティする時 1,782 ¥950 47% 常温 調味料

【NEW】ﾃﾞｭｶ 140G PET 鶏肉や野菜の料理にふりかけたり、パンをオリーブオイルに 2,052 ¥1,100 46% 常温 調味料

NEW ﾍﾞﾚｲ ｱｯﾌﾟﾙﾋﾞﾈｶﾞｰﾍﾞﾙﾒﾗBIO 250ml 4種類のりんご果汁、さらにオーク木樽で発酵と熟成。 1,944 ¥800 59% 常温 調味料

RU ﾄﾛﾌｨｴ 250g ジェノベーゼにピッタリ！ 594 ¥330 44% 常温 パスタ

RU ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 500G 定番！安心の味。 648 ¥350 46% 常温 パスタ

RU ﾘﾝｸﾞｲﾈ 500G 一番人気のパスタ！前回も完売！ 648 ¥350 46% 常温 パスタ

RU ｷﾀｯﾗ 500G 四角いパスタ。食べ応え充分！ 648 ¥350 46% 常温 パスタ

RU ペンネ 500G アッラゴッチャのボロネーゼソースに合います！ 648 ¥350 46% 常温 パスタ

RU ｶｯﾍﾟﾘｰﾆ 500G 冷製パスタにピッタリ！ 648 ¥350 46% 常温 パスタ

RUﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉﾄﾝﾅﾚｯﾘ500 ピリ辛麺！トマトソースにお勧めです。 756 ¥400 47% 常温 パスタ

RUｾﾅﾄﾚｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｾﾞﾝﾘｭｳ デュラム小麦の元祖。 756 ¥370 51% 常温 パスタ

RUｻﾗｺﾞｯﾗ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨBIO デュラム小麦の先祖。香り豊か。 864 ¥440 49% 常温 パスタ

RUｻﾗｺﾞｯﾗ ﾘｶﾞﾄﾝﾁｰﾆBIO 重めのソースが合います！ 864 ¥440 49% 常温 パスタ

RU ﾃｨﾐﾘｱ ﾌﾞｼﾞｱｰﾃBIO 古代小麦。トラパネーゼソースと一緒に！ 1,026 ¥470 54% 常温 パスタ

RU BIO ティミリア ジーティータリアーティ 500G 小麦の味が強く、グラタンにも合います。 1,026 ¥470 54% 常温 パスタ

NEW ﾏｴｽﾄﾘ ﾍﾟﾝﾈ･ﾘｶﾞｰﾃ 500g トマトベースやチーズクリームに最適 561 ¥290 48% 常温 パスタ

NEW ﾏｴｽﾄﾘ ﾄﾙｷｴｯﾃｨ 500g ねじった中にもソースがからむ！ 561 ¥290 48% 常温 パスタ



NEW ﾏｴｽﾄﾘ ﾗｻﾞﾆｬｯﾁｪ 500g 一口大のラザニア。ボロネーゼやグラタンに。 583 ¥290 50% 常温 パスタ

NEW ﾏｴｽﾄﾘ ｵﾚｷｴｯﾃ 500g 小麦本来の甘みとざらっと感はソースと絡む。 626 ¥350 44% 常温 パスタ

ﾏｴｽﾄﾘ ﾌｼﾞｯﾘ ﾅﾎﾟﾚﾀｰﾆ 500g 手作業。バジルや魚介オイル系に。 788 ¥350 56% 常温 パスタ

ﾏｴｽﾄﾘ ﾊﾟｯﾊﾟﾙﾃﾞｯﾚ 500g 煮込み系と合わせて食べごたえあり！ 561 ¥350 38% 常温 パスタ

ｾﾐﾄﾞﾗｲ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ200Gｶﾝ 1,156 ¥480 58% 常温 食品

NEW EDV ﾎﾟﾜ-ﾙ 40ﾟ 700ML 5,832 ¥2,200 62% 常温

NEW ｾｲｶﾖｳ ｷﾙｼｭ 45ﾟ 1L 7,776 ¥2,700 65% 常温

NEW ｸﾚ-ﾑ ﾄﾞ ﾍﾟｯｼｭ 20ﾟ 700ML 従来の3倍の果実量。店長オススメ！ 2,808 ¥1,100 61% 常温

ｸﾚ-ﾑ ﾄﾞ ｶｼｽ 20ﾟ 700ML 従来の3倍の果実量。店長オススメ！ 2,808 ¥1,100 61% 常温

ｾﾐﾄﾞﾗｲ ｲﾁｼﾞｸ 200G ｶﾝ 1,296 ¥550 58% 常温

保冷バッグ ¥1,290

ワイン


