
商品名 定価 販売予定価格 値引率 温度帯

EDV ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ 40ﾟ 70CL 6,050 ¥2,000 67% 常温

EDV ﾎﾟﾜｰﾙ 40ﾟ 700ML 5,940 ¥2,000 66% 常温

ｸﾚｰﾑ ﾄﾞ ﾍﾟｯｼｭ 20ﾟ 700ML 従来の3倍の果実量。お勧めカクテル：濃厚なレゲエパンチに！ 2,860 ¥1,000 65% 常温

ｸﾚｰﾑ ﾄﾞ ｶｼｽ 20ﾟ 700ML 従来の3倍の果実量。お勧めカクテル：カシス＆生グレープフルーツ 2,860 ¥1,000 65% 常温

ｸﾚｰﾑ ﾄﾞ ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ 20ﾟ 700ML 従来の3倍の果実量。 2,860 ¥1,050 63% 常温

ｸﾚｰﾑ ﾄﾞ ﾌﾚｰｽﾞ ﾄﾞ ﾎﾞｱ20ﾟ 700ML 従来の3倍の果実量。 2,860 ¥1,050 63% 常温

DGF ｾﾙｳﾞｨｽ ﾉｱｰﾙ 55% 1KG 2,484 ¥1,200 52% 常温

ﾍﾟﾙｰｼｭ ｷｭｰﾌﾞ ﾎﾜｲﾄ 750G 1,350 ¥450 67% 常温

ﾍﾟﾙｰｼｭ ｷｭｰﾌﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ 250G 世界中の高級ホテル・レストラン使用。サトウキビ100％ 594 ¥200 66% 常温

サトウ カソナード 750G 1,053 ¥600 43% 常温

ﾗ ﾍﾟﾙｰｼｭ ｶｿﾅｰﾄﾞ 200G 389 ¥250 36% 常温

FZ ｴｿﾞｼｶ ｿｰｾｰｼﾞ 40gx6p 1,080 ¥700 35% 常温

120 G ﾊﾞﾗﾙ ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ 464 ¥250 46% 常温

120 G バラル ブラック オリーブ ギリシャフウ 616 ¥250 59% 常温

ｸｽｸｽ ﾐﾃﾞｨｱﾑ ｸﾞﾚｲﾝ 500G デュラム小麦セモリナ100％。クスクス市場を牽引！ 713 ¥230 68% 常温

ｾﾐﾄﾞﾗｲ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 200G ｶﾝ 1,080 ¥500 54% 常温

ｾﾐﾄﾞﾗｲ ｲﾁｼﾞｸ 200G ｶﾝ 1,188 ¥550 54% 常温

25CL ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ  ｼﾛﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ 432 ¥200 54% 常温

25CL ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ  ｼｪﾘｰﾋﾞﾈｶﾞｰ 756 ¥300 60% 常温

25CL P ﾌﾚｯｼｭ  ｴｽﾄﾗｺﾞﾝｲﾘﾋﾞﾈｶﾞｰ 756 ¥300 60% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ ﾊﾞﾆｭﾙｽﾋﾞﾈｶﾞｰ  50CL 2,462 ¥980 60% 常温

ﾍﾟﾙｼﾕﾛﾝ ｼｬﾙﾄﾞﾈﾋﾞﾈｶﾞｰ50CL 白ワイン用の品種、シャルドネで作られ、マイルドな甘みとキレのバランス。 1,404 ¥550 61% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ﾀﾈｲﾘﾏｽﾀｰﾄﾞ 90G デュラム小麦セモリナ100％。クスクス市場を牽引！ 313 ¥150 52% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ｺﾙﾆｯｼｮﾝ  21CL 626 ¥250 60% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ｳﾞｨｵﾚﾏｽﾀｰﾄﾞ200G カラシ種子を挽かず葡萄果汁などをブレンド。甘みとピリッとした辛み。 648 ¥300 54% 常温

770G ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ﾀﾈｲﾘﾏｽﾀｰﾄﾞ 950 ¥500 47% 常温

ｶﾌﾟﾘｯﾁｮEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ250ml 702 ¥400 43% 常温

ロンバルド シチリアEXV オリーブオイル 500ML 3,024 ¥1,500 50% 常温

ﾄﾞﾗｲ ﾚﾝﾃｲﾙ 500G 1,080 ¥480 56% 常温

カマルグ セル ファン 250G  ハコイリ 626 ¥370 41% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 125G 塩田の水面の塩を手作業で採塩。ミネラル豊富。甘みのある塩。 1,242 ¥500 60% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 250G PET 量が多くお得。天ぷらや料理に添える仕上げの塩として。 1,728 ¥800 54% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ ｶﾞｰﾘｯｸ&ﾊﾟｾﾘ 125G これだけで料理の味が本格的に。肉料理に特におすすめ！ 1,404 ¥650 54% 常温

ｱﾙｶﾞﾝ ｴｷｽﾄﾗ ｳﾞｧｰｼﾞﾝ ｵｲﾙ100ML ひと瓶に手作業で取った約10㎏の身を使い、12時間かけて作る極上オイル 4,968 ¥2,300 54% 常温

ﾛｽﾏﾘｰﾉEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ750ml 当社取り扱いオリーブオイル人気No.1 4,860 ¥2,200 55% 常温

ﾛｽﾏﾘﾉEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ250m 2,376 ¥1,100 54% 常温

EXVﾚﾓﾝｵﾘｰﾌﾞ ｵｲﾙ CITRINO 500ml 4,104 ¥1,800 56% 常温

ｱﾝﾁｮﾋﾞ ﾌｨﾚ 1,015 ¥500 51% 常温

イングリシュ ブレック ファースト50g 1,296 ¥580 55% 常温

ダージリン アールグレイ37.5g 1,296 ¥580 55% 常温

ｽｰﾊﾟｰﾌﾙｰﾂ37.5g 1,296 ¥680 48% 常温

アールグレイ ストロング 37.5g 1,296 ¥580 55% 常温

ﾁｬｲﾃｨ52.5g 1,296 ¥680 48% 常温

EXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ50G 324 ¥160 51% 常温

ｸﾛﾄﾘｭﾌ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ40G 324 ¥160 51% 常温

ﾁﾁｭｳｶｲｿﾙﾄ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ50G 324 ¥160 51% 常温

キャビアフウミ ポテトチップス 40G 324 ¥160 51% 常温

チーズ風味 ポテトチップス50G 324 ¥160 51% 常温

RU トンナレッリ セピア 500G イカ墨を練りこんだユニークなパスタ。魚介類と相性が良い。 918 ¥400 56% 常温

RU ﾄﾛﾌｨｴ 250g 734 ¥330 55% 常温

RU ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 500G 734 ¥350 52% 常温

RU ﾘﾝｸﾞｲﾈ 500G 734 ¥350 52% 常温

RU ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ 500G 734 ¥350 52% 常温

RU ペンネ 500G 648 ¥350 46% 常温

RU  プリモグラーノ スパゲットーニ 500G デュラム小麦セモリナを使用。超贅沢で小麦の風味豊かなパスタ。 756 ¥450 40% 常温



ｺｯｸｽｼｭｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ330ml 918 ¥300 67% 常温

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾈｸﾀｰ330ml 918 ¥250 73% 常温

ｻﾏｰﾍﾟｱｰﾈｸﾀｰ330ml 一度飲むとリピーターに！濃厚で美味しい。 918 ¥250 73% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｼｭﾛｾﾞ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ330ml 918 ¥330 64% 常温

ﾒﾙﾛｰｼｭｱｶ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ330ml 918 ¥330 64% 常温

ﾌﾞﾄﾞｳﾊﾞﾀｹﾉﾋﾟｰﾁﾈｸﾀｰ330ml 918 ¥330 64% 常温

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 918 ¥330 64% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｱｶｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 330ML 918 ¥330 64% 常温

ｺｯｸｽｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ 1L 2,052 ¥650 68% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｼｭﾛｾﾞ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 1L 2,052 ¥650 68% 常温

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 1L 2,052 ¥650 68% 常温

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾈｸﾀｰ 200ml ¥180 常温

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞｼﾛｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ750ML 2,160 ¥750 65% 常温

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｼﾞｬﾑ 230g 1,048 ¥500 52% 常温

ｵﾚﾝｼﾞﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ 230g 1,048 ¥500 52% 常温

ｸﾞﾘｰﾝﾄﾏﾄｼﾞｬﾑ230G 1,296 ¥500 61% 常温

ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂｼﾞｬﾑ230G 1,404 ¥550 61% 常温

グロワエナチュール サーディンノリエット100g 1,188 ¥490 59% 常温

ｸﾞﾛﾜｴﾅﾁｭｰﾙ ｻﾊﾞﾉﾘｴｯﾄ100g 1,188 ¥450 62% 常温

グロワエナチュール カニノリエット100g 1,404 ¥550 61% 常温

グロワエナチュール サーモンノリエット100g 1,188 ¥490 59% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾟﾚｯﾄ 4ﾏｲｲﾘﾊｰﾌﾊﾟｯｸ 227 ¥100 56% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｶﾞﾚｯﾄ 8ﾏｲｲﾘﾊｰﾌﾊﾟｯｸ 227 ¥100 56% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾞﾀｰﾊﾟﾙﾐｴ87g 518 ¥220 58% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ 518 ¥220 58% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ ｷｬﾗﾒﾙ 518 ¥220 58% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ  ｲﾁｼﾞｸｼﾞｬﾑ 170G 475 ¥250 47% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾏﾛﾝｸﾘｰﾑ 170G 572 ¥300 48% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ﾀﾞｰｸｶﾞｰﾅ 270 ¥120 56% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ｼｵｷｬﾗﾒﾙ ﾐﾙｸﾁｮｺﾚｰﾄ 594 ¥250 58% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ﾍﾟｱ&ﾏﾇｶﾊﾆｰ ﾐﾙｸﾁｮｺﾚｰﾄ 594 ¥250 58% 常温

ｳｨｯﾀｶｰﾊﾞｲｾﾝｺｰﾋｰﾀﾞｰｸﾁｮｺﾚｰﾄ 594 ¥250 58% 常温

ｼﾁﾘｱﾝﾚﾓﾝｿｰﾀﾞ 355ML 324 ¥150 54% 常温

ｼﾁﾘｱﾝﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞｿｰﾀﾞ 355ML 324 ¥150 54% 常温

ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｿｰﾀﾞ 355ML 324 ¥150 54% 常温

ｸﾛﾄﾘｭﾌﾌﾚｰﾊﾞｰｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ100ml 2,624 ¥1,400 47% 常温

ADｷﾞﾌﾄｾｯﾄ ｼｵ&ｵｲﾙ 0 ¥1,800 #DIV/0! 常温

ｳﾞｪﾙｼﾞｭﾄﾞﾍﾟﾘｺﾞｰﾙ 33CL

ブドウの収穫後、樹に残った緑色の熟成しきらない果実を圧搾し

た調味料。酢よりも柔らかく、レモンよりフルーティー。

ドレッシングに加えたり、デザートにかけたり、ソーダに割って

カクテルなどでもご使用いただけます。

2,700 ¥820 70% 常温

FZ フォンドヴォー1㎏ 2,592 ¥1,600 38% 常温

FZフォンドオマール1kg 2,376 ¥1,600 33% 常温

マカロンコレクション 1,296 ¥650 50% 常温

マエストリ ペンネ・リガーテ 500g 562 ¥300 47% 常温

ﾏｴｽﾄﾘ ﾄﾙｷｴｯﾃｨ 500g 562 ¥300 47% 常温

ﾏｴｽﾄﾘ ﾌｼﾞｯﾘ ﾅﾎﾟﾚﾀｰﾆ 500g 788 ¥380 52% 常温

マエストリ スパゲッティNo.5(1.7mm) 500g 562 ¥300 47% 常温

マエストリ リングイネ 500g 562 ¥300 47% 常温

ﾏｽﾉﾀﾏｺﾞ 50G 1,814 ¥580 68% 冷蔵

フィレドカナール・バルバリー 1,247 ¥800 36% 冷凍

ﾌﾛｰｽﾞﾝ ｴｽｶﾙｺﾞ ﾊﾞﾀｰﾂﾞﾒ 12ｺｲﾘ 2,052 ¥900 56% 冷凍

FZN ツアリーナ ナマハム スライス 250Gパック パルマハムを日本で加工。1枚ずつシートが挟まっています。 3,456 ¥1,500 57% 冷凍

クリームチーズカップアイス 162 ¥100 38% 冷凍

鶏そぼろ鍋つゆ 桜会の満田シェフ監修。ホルモン鍋が店長オススメ！ 432 ¥300 31% 常温

柑橘果汁ぽんず 鴨しゃぶに使って頂きたい！人気のポン酢です。 464 ¥300 35% 常温

京・祇園 十二段屋ごまだれ しゃぶしゃぶ発祥の店と言われている名店のタレを再現。 378 ¥150 60% 常温

トリュフソース 仕上げに一振りでトリュフ風味に。ラーメンやパスタ、たまごかけご飯などに。 626 ¥450 28% 常温

シンガポール産クリームフルーツラムカット130g 648 ¥580 10% 冷蔵

オーストラリア産アプリコット＆アーモンド　クリームチーズ120g 432 ¥390 10% 冷蔵

オーストラリア産ハニー＆ピスタチオ　クリームチーズ120g 432 ¥390 10% 冷蔵

アメリカ産コルビージャック　90g 324 ¥290 10% 冷蔵

フランス産フォレストヒッコリースモーク　125g 832 ¥580 30% 冷蔵

オランダ産プロセス　スプレッド100g 324 ¥250 23% 冷蔵

ウィッタカーココナッツ 756 ¥400 47% 常温



柿の種ミルク400 864 ¥580 33% 常温

柿の種ミックス300 864 ¥580 33% 常温

柿の種和風ミックス 864 ¥580 33% 常温

セルフィユ ソフトクリームジャム115ｇ 648 ¥380 41% 常温

セルフィユ イチゴバタージャム120 648 ¥380 41% 常温

京料理たか木 まぐろ節 ここでしか買えない！京料理たか木特注のまぐろ節です。 ¥860 常温

プレスキル 海藻バター 毎回完売の、白身魚や鶏肉に合うバター ¥600 冷凍

ひょうさんの点心工房小籠包10個入り 定番の小籠包10個セットです！ ¥1,200 冷凍

ひょうさんの点心工房蒸し餃子6種×2個 フカヒレ入り蒸し餃子・ホタテと海老の蒸し餃子・水晶野菜蒸し餃子・翡翠蒸し餃子 ¥1,600 冷凍

イルソーレロッソマルゲリータ 定番中の定番ピッツァ！ ¥800 冷凍

イルソーレロッソ窯揚げしらす　チチニエッリ しらすの塩気でお酒が進みます！ ¥700 冷凍

イルソーレロッソピスタチオとイタリア産ハムのピッツァ ¥1,250 冷凍

イルソーレロッソお試しハーフピッツァ4種セット ¥2,350 冷凍

イルソーレロッソお好きなハーフピッツァ2枚セット ¥1,250 冷凍

イルソーレロッソハーフピッツァ1枚（どれでも） ¥650 冷凍

イルソーレロッソ自家製ミートソース ソースを湯せんして、パスタと和えるだけで本格的な味が楽しめます。 ¥500 冷凍

イルソーレロッソ溺れダコのトマトソース ソースを湯せんして、パスタと和えるだけで本格的な味が楽しめます。 ¥500 冷凍

イルソーレロッソポルチーニ茸のクリームソース ソースを湯せんして、パスタと和えるだけで本格的な味が楽しめます。 ¥600 冷凍

ポンテベッキオ トルタ（ピスタチオ＆ジャンドゥイヤ） レッスンで即完売！大人気バターケーキ。2種類をハーフ＆ハーフで！ 2,200 常温

食器・調理器具 imperia パスタマシーン 箱あり 16,500 4,000 76%

食器・調理器具 シリコンボウル 手を汚さずに生地を捏ねる 805 150 81%

食器・調理器具 ホットプレート 箱なし。ほぼ未使用 9,360 4,000 57%

食器・調理器具 電子レンジ専用　米1合炊き 200

食器・調理器具 パエリア鍋 2,189 500 77%

食器・調理器具 パナソニック スモーク&ロースター けむらん亭 スモーク皿無し 22,000 ¥3,000 86%

食器・調理器具 しっかり密閉できる耐熱ガラスの保存容器（330ml） 880 ¥100 89%

食器・調理器具 しっかり密閉できる耐熱ガラスの保存容器（1L） 1,100 ¥100 91%

食器・調理器具 しっかり密閉できる耐熱ガラスの保存容器（1.45L） 1,430 ¥100 93%

食器・調理器具 チーズナイフ（イエロー） 2,480 ¥800 68%

食器・調理器具 食パン焼き型 1,711 ¥500 71%

食器・調理器具 カレー皿（白） 1,080 ¥200 81%

食器・調理器具 カレー皿（グレー） 1,080 ¥200 81%

食器・調理器具 薄皿（19㎝） 304 ¥50 84%

食器・調理器具 薄皿（25㎝） 508 ¥50 90%

食器・調理器具 四角深皿（21㎝） 100

食器・調理器具 ライヨール　ジャムスプーン ほぼ未使用 1,540 500 68%

食器・調理器具 ライヨール　バターナイフ ほぼ未使用 1,540 ¥500 68%

食器・調理器具 100均ココット 1回だけ使用 110 ¥50 55%

食器・調理器具 ご飯が美味しそうに見える茶碗 大・中・小 ¥100

食器・調理器具 耐熱ガラスのピッチャー 1,980 ¥300 85%


