
商品名 定価 販売価格（税込） 値引率 温度帯

120 G ﾊﾞﾗﾙ ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ ¥464 ¥200 57% 常温

120 G バラル ブラック オリーブ ギリシャフウ ¥518 ¥230 56% 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

CF ﾊﾞｽｸﾁｰｽﾞｹｰｷｼﾞｬﾑ ¥756 ¥450 40% 常温

CFｲﾁｺﾞﾊﾞﾀｰｼﾞｬﾑ120 ¥648 ¥400 38% 常温

EXVオリーブ オイル RIVIERA 500ml ¥4,104 ¥1,500 63% 常温

G&N オマールオイル 100ML ¥2,376 ¥1,500 37% 常温

RU  ﾌﾟﾘﾓｸﾞﾗｰﾉ ｽﾊﾟｹﾞｯﾄｰﾆ 500G ¥864 ¥450 48% 常温

RU スパゲッティーニ 500G ¥734 ¥440 40% 常温

SM ﾍﾞﾋﾞｰｶﾞﾚｯﾄ15ﾏｲｲﾘ ¥432 ¥200 54% 常温

アップルタルトレット2コイリ ¥961 ¥350 64% 常温

アンチョビ フィレ ¥1,015 ¥600 41% 常温

ｲﾍﾞﾘｺﾊﾑﾌｳﾐ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ 50G ¥356 ¥170 52% 常温

ｲﾝｸﾞﾘｼｭ ﾌﾞﾚｯｸ ﾌｧｰｽﾄ50g ¥1,296 ¥580 55% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ｺｺﾅｯﾂ ¥810 ¥400 51% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ﾌﾙｰﾂ&ﾅｯﾂ ﾊﾞｰ ¥292 ¥120 59% 常温

ｴﾙﾀﾞｰﾌﾗﾜｰ･ﾗｲﾑ･ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ250ml ¥648 ¥270 58% 常温

カプリッチョEXVオリーブオイル250ml ¥702 ¥500 29% 常温

ｶﾏﾙｸﾞ ｾﾙ ﾌｧﾝ 250G  ﾊｺｲﾘ ¥594 ¥350 41% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 125G ¥1,242 ¥500 60% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 40G ¥518 ¥300 42% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ ﾄﾏﾄ&ﾊﾞｼﾞﾙ 125G ¥1,404 ¥550 61% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ ﾚﾓﾝ 125G ¥1,404 ¥600 57% 常温

ｷｬﾄﾙｴﾋﾟｽ 120G PET ¥1,825 ¥1,100 40% 常温

ｷｬﾋﾞｱﾌｳﾐ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ 40G ¥356 ¥170 52% 常温

ｸｽｸｽ ﾐﾃﾞｨｱﾑ ｸﾞﾚｲﾝ 500G ¥713 ¥210 71% 常温

グリーントマトジャム230G ¥1,296 ¥480 63% 常温

ｸﾛﾄﾘｭﾌ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ40G ¥356 ¥170 52% 常温

ｺｯｸｽｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ 1L ¥2,052 ¥680 67% 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 ¥518 ¥300 42% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ｱﾌﾟﾘｺｯﾄｼﾞｬﾑ 170G ¥518 ¥300 42% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ｵﾚﾝｼﾞﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ170G ¥518 ¥300 42% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ170G ¥562 ¥330 41% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾏﾛﾝｸﾘｰﾑ 170G ¥626 ¥400 36% 常温

ｻﾄｳ ｶｿﾅｰﾄﾞ 750G ¥1,053 ¥500 53% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｶﾞﾚｯﾄ ¥454 ¥200 56% 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 ¥540 ¥250 54% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ ｼｮｺﾗ ¥540 ¥250 54% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾞﾀｰﾊﾟﾙﾐｴ87g ¥540 ¥250 54% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾟﾚｯﾄ ¥454 ¥200 56% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾌﾟﾁﾌﾞｰﾙ 180g ¥540 ¥200 63% 常温

シトギ・ファリーヌ・ド・リ グルテンレスミックス 900G ¥1,058 ¥680 36% 常温

ｼｬﾙﾄﾞﾈｼｭｼﾛ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 1L ¥2,052 ¥700 66% 常温

ｽｰﾊﾟｰﾌﾙｰﾂ37.5g ¥1,296 ¥650 50% 常温

セミドライ アプリコット 200G カン ¥1,080 ¥450 58% 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 ¥680 67% 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



ダージリン アールグレイ37.5g ¥1,296 ¥580 55% 常温

タンドーリ 150G PET ¥2,570 ¥880 66% 常温

ﾁｰｽﾞﾌｳﾐﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ ¥356 ¥170 52% 常温

ﾁﾁｭｳｶｲﾊｰﾌﾞ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ50G ¥356 ¥170 52% 常温

ﾁｬｲﾃｨ52.5g ¥1,296 ¥650 50% 常温

ﾄﾞﾗｲ ﾚﾝﾃｲﾙ 500G ¥1,080 ¥550 49% 常温

ﾄﾝｶﾏﾒ 190G PET ¥4,536 ¥3,000 34% 常温

パッションフルーツジャム230G ¥1,404 ¥520 63% 常温

ﾊﾞﾙｻﾐｺ ｸﾘｰﾑ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾋﾞﾝ 150ML ¥626 ¥300 52% 常温

ﾊﾞﾙｻﾐｺ ﾓﾃﾞﾅ ｲﾝｳﾞｪｯｷｱｰﾄ500ML ¥1,739 ¥950 45% 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

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

ﾌﾛｰｽﾞﾝﾌｫｱｶﾅｰﾙ ｴｽｶﾛｯﾌﾟ50g ¥1,296 ¥700 46% 常温

ﾍﾟﾙｼﾕﾛﾝ ｼｪﾘｰﾋﾞﾈｶﾞｰ  50CL ¥1,058 ¥450 57% 常温

ペルシュロン・ヴィオレマスタード200G ¥648 ¥400 38% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ﾀﾈｲﾘﾏｽﾀｰﾄﾞ 90G ¥313 ¥160 49% 常温

ペルシュロン・ディジョンマスタード  100G ¥313 ¥200 36% 常温

マエストリ ペンネ・リガーテ 500g ¥626 ¥300 52% 常温

マエストリ ラザニャッチェ 500g ¥648 ¥350 46% 常温

マエストリ リングイネ 500g ¥626 ¥330 47% 常温

ﾏﾝｺﾞﾈｸﾀｰ330ml ¥1,350 ¥450 67% 常温

マンチャンティ EXヴァージンオリーブオイル 250M ¥1,372 ¥850 38% 常温

ムリーノ・マリーノ ソバコ 500G ¥1,620 ¥500 69% 常温

メルローシュアカ グレープジュース330ml ¥918 ¥350 62% 常温

ﾓﾘﾀ ﾄﾘｭﾌｿｰｽ ｼｮｳﾕﾃｲｽﾄ 100ml ¥626 ¥300 52% 常温

ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾋﾟｰﾅｯﾂｵｲﾙ 1L ¥2,700 ¥1,200 56% 常温

ルブラン ピスタチオオイル 25CL ¥7,020 ¥2,600 63% 常温

ﾛｽﾏﾘｰﾉEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ250ml ¥2,376 ¥1,200 49% 常温

ﾛｽﾏﾘｰﾉEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ750ml ¥4,860 ¥2,200 55% 常温

ロスマリーノEXVオリーブオイル750ml ¥4,860 ¥2,200 55% 常温

ロワイヤル マラ ラクテ 41% 1KG ¥3,931 ¥1,450 63% 常温

A.P.キャビアフランスオシェトラ18G ¥4,104 ¥2,400 42% 冷蔵

A.P.キャビアフランスオシェトラ50G ¥10,476 ¥6,300 40% 冷蔵

FZ フォンドヴォー1㎏ ¥2,592 ¥1,600 38% 冷凍

FZフォンドオマール1kg ¥2,376 ¥1,600 33% 冷凍

ｴｸﾚｱ　4ｺｲﾘ ¥713 ¥400 44% 冷凍

クリームチーズカップアイス ¥162 ¥100 38% 冷凍

マカロンコレクション ¥1,296 ¥750 42% 冷凍

フローズン エスカルゴ バターヅメ 12コイリ ¥2,052 ¥1,300 37% 冷凍

鶏そぼろ鍋つゆ ¥432 ¥300 31% 常温

トリュフソース ¥626 ¥440 30% 常温

クリームフルーツラムカット ¥864 ¥550 36% 冷蔵

メロン＆マンゴー　クリームチーズ ¥680 ¥390 43% 冷蔵

アプリコット＆アーモンド　クリームチーズ ¥680 ¥390 43% 冷蔵

ハニー＆ピスタチオ　クリームチーズ ¥680 ¥390 43% 冷蔵



マスカルポーネ　パルマラット ¥1,080 ¥680 37% 冷蔵

ブリ―ルスティック　1/8カット ¥980 ¥490 50% 冷蔵

ゴルゴンゾーラ　ドルチェ ¥880 ¥490 44% 冷蔵

コルビージャック　90ｇカット ¥498 ¥300 40% 冷蔵

ペッパージャック　90ｇカット ¥498 ¥300 40% 冷蔵

フォレストヒッコリースモーク　1/8カット ¥880 ¥680 23% 冷蔵

海藻バター ¥700 冷凍

小籠包10個入り ¥1,200 冷凍

焼売・蒸し餃子5種×3個 ¥2,000 冷凍

焼売5種×3個 ¥2,000 冷凍

蒸し餃子4種×4個 ¥2,200 冷凍

バラエティセット（15個） ¥2,400 冷凍

豚まん5個セット ¥800 冷凍

叉焼メロンパン2個セット ¥1,000 冷凍

広東チャーシュー ¥500 冷凍

大根餅10個セット ¥750 冷凍

マルゲリータ ¥800 冷凍

窯揚げしらすのマリナーラ ¥700 冷凍

ピスタチオとイタリア産ハムのピッツァ ¥1,609 ¥1,200 25% 冷凍

自家製ソーセージのピッツァビアンカ ¥1,393 ¥1,080 22% 冷凍

自家製ミートソース ¥490 冷凍

溺れダコのトマトソース ¥490 冷凍

ポルチーニ茸のクリームソース ¥590 冷凍

30年愛されている特製煮込ハンバーグ（3個） 未定 冷凍

とろとろミートクリームコロッケ（3個） 未定 冷凍

新登場！黒毛和牛のミンチカツ（3個） 未定 冷凍


