
商品名 定価
予定販売価格

（税込）
値引率 温度帯

NEW ひょうさんの点心工房小籠包10個入り ¥1,000 冷凍

NEW ひょうさんの点心工房小籠包3種×4個 ¥1,500 冷凍

NEW ひょうさんの点心工房焼売5種×3個 ¥1,650 冷凍

NEW ひょうさんの点心工房焼売5種×6個 ¥3,200 冷凍

NEW ひょうさんの点心工房蒸し餃子4種×4個 ¥1,800 冷凍

NEW ひょうさんの点心工房バラエティセット（15個） ¥1,800 冷凍

NEW ひょうさんの点心工房大根餅10個セット ¥1,200 冷凍

プレスキル カニとほうれん草のキッシュ かに身がたっぷり入った、リピーターの多い商品です。 ¥2,500 冷凍

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

NEW プレスキル フランス産ひな鶏のロースト クリスマスにピッタリな一品。モリーユ茸の風味豊かなソースと一緒に。 ¥3,000 冷凍

NEW グラシアニ 特製トリュフ塩 フレッシュトリュフとカマルグの塩を使った限定商品 未定 常温

NEW グラシアニ 万能ミックススパイス どんなお肉にも合います！BBQにも最適！ ¥500 常温

NEW グラシアニ ハヤシライスソース（2人前） ¥1,800 冷凍

NEW グラシアニ トリュフバター トリュフがたっぷり入った、贅沢なバターです！ 未定 冷蔵

NEW グラシアニ 焦がしバター 土肥シェフオリジナルの香ばしい、料理が美味しくなるバター ¥600 冷蔵

NEW グラシアニ 燻製バター 燻製の香りが引き立つ、料理の幅を広げるバター ¥600 冷蔵

NEW ペルティカ カヌレ 12月4日午前中に焼いた商品です！ ¥300 常温

NEW ペルティカ フォアグラのテリーヌ（100g） ワインにも合い、実はカヌレと一緒に食べるのもオススメ！ ¥1,400 冷蔵

イルソーレロッソマルゲリータ 前回完売の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

イルソーレロッソハム＆コーン　バンビーノ クリスマスパーティーのお子様のピッツァはこれで決まり！ ¥1,000 冷凍

イルソーレロッソたっぷり4種チーズ はちみつをかけて食べるのもオススメ！ ¥1,200 冷凍

NEW 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

NEW 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

NEW 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

NEW リンデンバーム あらびきウインナー オーソドックスな粗挽きソーセージ。幅広く使えます！ ¥430 冷蔵

NEW リンデンバーム チーズウインナー とろーり濃厚なチーズ入りの粗挽きソーセージ ¥480 冷蔵

NEW リンデンバーム ハバネロソーセージ 京都篠ファームのハバネロを使用。とても辛いですが香りや後味が癖に。依存率高し。 ¥500 冷蔵

NEW リンデンバーム 七味ウインナー 香りのよい七味が食欲をそそる、ピリ辛ソーセージ ¥480 冷蔵

NEW リンデンバーム チョリソー ソフトな辛さに仕上げた一品。ビールに合います！ ¥450 冷蔵

NEW リンデンバーム ヴァイスヴルスト パセリとレモンをアクセントにしたフワフワ食感ソーセージ ¥450 冷蔵

リンデンバーム 京地鶏とピクルスのゼリー寄せ 自家製の鶏ハムと彩り豊かなピクルス。上品な味が白ワインや日本酒に合います。 ¥500 冷蔵

NEW リンデンバーム 地鶏とシトロンコンフィーのテリーヌ マリネした地鶏に自家製のレモンの塩漬けとオリーブ。白ワインにピッタリ！ ¥630 冷蔵

NEW リンデンバーム テリーヌドグランメール 鶏のレバーを使用したオーソドックスなテリーヌ。 ¥630 冷蔵

NEW リンデンバーム 鴨スモーク 鴨の美味しさをスモークして閉じ込めました！ ¥700 冷蔵

リンデンバーム パテアンクルート 前回即完売！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

リンデンバーム 生パンチェッタ 前回、完売！そのままはもちろん、軽く焼いてサラダやパスタに。 ¥1,000 冷蔵

リンデンバーム レバーペースト 全く臭みがない、店長一押し！ ¥700 冷蔵

NEW 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

NEW 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



ﾌｫｱｸﾞﾗｴｽｶﾛｯﾌﾟ50g 1,296 ¥770 41% 冷凍

フローズン マグレ カナール ルージエ 1,944 ¥1,100 43% 冷凍

フィレドカナール・バルバリー 1,512 未定 冷凍

フローズン エスカルゴ バターヅメ 12コイリ 200℃のオーブンで10分で本格的な味に！ 2,052 ¥1,100 46% 冷凍

1P ﾊﾞｹｯﾄﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾝ1778 280g 400 ¥200 50% 冷凍

クリームチーズカップアイス 162 ¥100 38% 冷凍

アルカンセレクションキャビア 18G フランス産キャビア。 4,104 ¥1,600 61% 冷蔵

サン マルスラン(トウキイリ) 白カビチーズ。食べ終わった後は容器として使えます！ 1,170 ¥700 40% 冷蔵

NEW ラングル AOP とろけるような味わいで牧草の香り豊かなウォッシュチーズ。 1,728 ¥1,000 42% 冷蔵

NEW シャウルス AOP OPEN時に大人気だった白カビチーズ！久々の販売！ 2,142 ¥1,100 49% 冷蔵

モンドール350g 冬限定！超人気チーズ。 4,320 ¥2,900 33% 冷蔵

ﾏｽﾉﾀﾏｺﾞ 50G 1,814 ¥600 67% 冷蔵

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。 3,600 ¥1,500 58% 冷蔵

PAV グアンチャーレ 1/4 超人気商品！ 2,187 ¥1,400 36% 冷蔵

PAV ヴェネトソプレッサ ミニサラミ 150g PC 伝統的なサラミ。隠し味にニンニク。 1,000 ¥700 30% 冷蔵

PAV ミニサラミ ピカンテ 150g PC 唐辛子の辛味がしっかり利いています！ 1,000 ¥700 30% 冷蔵

PAV フィノッキオ ミニサラミ 150g PC フェンネルシードが爽やかに香るサラミ。 1,000 ¥700 30% 冷蔵

イタリア産モッツァレラバッカ ナチュラ100g 前回即完売！カプレーゼやピッツァマルゲリータに！ 594 ¥400 33% 冷蔵

イタリア産 ゴルゴンゾーラ・ドルチェ カット 90g 前回即完売！ちょっと甘い青かびチーズ。ワインと共に。 756 ¥480 37% 冷蔵

イタリア産 パルミジャーノ レジャーノ90g 固まりでつまみに。削ってパスタや料理の仕上げに！人気チーズです。 810 ¥550 32% 冷蔵

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 ¥480 26% 冷蔵

クリームチーズ　パイナップル　130g パイナップルが練りこまれたフルーツチーズ。 594 ¥450 24% 冷蔵

クリームチーズ　オレンジ　130g オレンジが練りこまれたフルーツチーズ。 594 ¥450 24% 冷蔵

NEW ファコール マロン ペースト 1KG 2,880 ¥1,700 41% 常温

NEW DGF ｶﾙﾊﾞﾄﾞｽ 40% EDV 1L 4,400 ¥2,200 50% 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 ¥250 58% 常温

NEW ﾗ･ﾍﾟﾙｰｼｭ ﾐﾆﾌﾞﾗｳﾝ 500G コーヒーや紅茶に入れ、かき混ぜずに味の変化を楽しむのがオススメ！ 842 ¥300 64% 常温

NEW サトウ カソナード 750G 1,053 ¥650 38% 常温

NEW ラ ペルーシュ カソナード 200G 389 ¥250 36% 常温

NEW EDV ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ 40ﾟ 70CL 6,050 ¥2,800 54% 常温

EDV ﾎﾟﾜｰﾙ 40ﾟ 700ML 5,940 ¥2,500 58% 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 ¥1,100 62% 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 ¥1,100 62% 常温

NEW 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 ¥1,200 58% 常温

NEW 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 ¥1,200 58% 常温

200 G ﾊﾞﾗﾙ ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ そのままワインと。サラダや煮込み料理にもオススメ！ 680 ¥300 56% 常温

230 G ﾊﾞﾗﾙ ﾌﾞﾗｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ ｷﾞﾘｼｬﾌｳ 香り豊か！ご飯にも合う濃厚な味。スープやパスタに。 788 ¥350 56% 常温

120 G バラル ブラック オリーブ ギリシャフウ 518 ¥250 52% 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 ¥250 65% 常温

NEW ｾﾐﾄﾞﾗｲ ﾌﾟﾗﾑ ﾀﾈﾅｼ 500G 1,242 ¥550 56% 常温

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

25CL ペルシュロン  シェリービネガー 756 ¥350 54% 常温

ﾍﾟﾙｼﾕﾛﾝ ｼｪﾘｰﾋﾞﾈｶﾞｰ  50CL 一流店舗使用率が超高い！香り豊かで魚介から肉まで難にでも合う！ 983 ¥450 54% 常温

NEW ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ ﾊﾞﾆｭﾙｽﾋﾞﾈｶﾞｰ  50CL 2,462 ¥1,000 59% 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。 1,339 ¥600 55% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ﾃﾞｨｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰﾄﾞ  100G - 313 ¥150 52% 常温

タネイリマスタード  90G 313 ¥150 52% 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 ¥330 49% 常温

770G ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ﾀﾈｲﾘﾏｽﾀｰﾄﾞ - 950 ¥450 53% 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 ¥800 42% 常温

カプリッチョEXVオリーブオイル250ml 702 ¥450 36% 常温

NEW ﾄﾘｭﾌ ｱﾛﾏ ﾉﾜｰﾙ 250ML ﾎﾞｰﾄﾞﾜﾝ 仕上げに使うとトリュフの芳醇な香りが。 4,770 ¥2,500 48% 常温

カマルグ セル ファン 250G  ハコイリ 562 ¥380 32% 常温

ｶﾏﾙｸﾞ ｸﾞﾛ ｾﾙ 1KG ﾌｸﾛｲﾘ パスタの茹で汁や、煮込み料理など、調理用の塩として。 626 ¥250 60% 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。 1,188 ¥500 58% 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 40G グロ・セルを細かくした使いやすい塩。食卓塩として。 518 ¥250 52% 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 ¥2,500 50% 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 4,140 ¥2,400 42% 常温

ﾛｽﾏﾘｰﾉEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ250ml 非加熱で使用するのがオススメ！ 2,376 ¥1,400 41% 常温



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

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ ｱｰﾙｸﾞﾚｲ37.5g 1,296 ¥580 55% 常温

ｶﾓﾐｰﾙ22.5g 1,296 ¥580 55% 常温

ﾚﾓﾝｼﾞﾝｼﾞｬｰ37.5g 1,296 ¥700 46% 常温

アールグレイ ストロング 37.5g 1,296 ¥580 55% 常温

NEW ナチュラルマロンパック500G 1,944 ¥1,000 49% 常温

NEW コンセプトフリュイ マロンクリーム 1,372 ¥900 34% 常温

チチュウカイソルト ポテトチップス50G 324 ¥160 51% 常温

イベリコハムフウミ ポテトチップス 50G 324 ¥160 51% 常温

スパークリングワインフウミ ポテトチップス 50G 324 ¥150 54% 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。 810 ¥450 44% 常温

RU ﾄﾛﾌｨｴ 250g 594 ¥330 44% 常温

RU ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 500G 648 ¥350 46% 常温

RU スパゲッティーニ 500G 648 ¥350 46% 常温

RU ペンネ 500G 648 ¥350 46% 常温

RU カッペリーニ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 864 ¥330 62% 常温

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾈｸﾀｰ330ml 864 ¥300 65% 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。 864 ¥300 65% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｼｭﾛｾﾞ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ330ml 864 ¥330 62% 常温

ｼｬﾙﾄﾞﾈｼｭｼﾛ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ330ml 864 ¥330 62% 常温

ﾒﾙﾛｰｼｭｱｶ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ330ml 864 ¥330 62% 常温

ﾌﾞﾄﾞｳﾊﾞﾀｹﾉﾋﾟｰﾁﾈｸﾀｰ330ml 864 ¥300 65% 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 864 ¥330 62% 常温

マンダリンジュース300ml 1,080 ¥400 63% 常温

ﾏﾝｺﾞﾈｸﾀｰ330ml ネクター人気No,1 1,296 ¥380 71% 常温

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾈｸﾀｰ330ml 1,080 ¥330 69% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｱｶｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 330ML 864 ¥330 62% 常温

ｺｯｸｽｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ 1L 1,944 ¥650 67% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｼｭﾛｾﾞ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 1L 1,944 ¥650 67% 常温

ｼｬﾙﾄﾞﾈｼｭｼﾛ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 1L 1,944 ¥650 67% 常温

ﾒﾙﾛｰｼｭｱｶ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 1L 1,944 ¥650 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 1L 1,944 ¥650 67% 常温

ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｼﾞｭｰｽ 1L 2,376 ¥990 58% 常温

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾈｸﾀｰ 200ml ¥200 常温

ｻﾏｰﾍﾟｱｰﾈｸﾀｰ 200ml ¥200 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 1,944 ¥800 59% 常温

ｵﾚﾝｼﾞﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ 230g 1,048 ¥500 52% 常温

ｸﾞﾘｵｯﾄﾁｪﾘｰｼﾞｬﾑ 230g 1,156 ¥650 44% 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 サバノリエット100g サバ60％使用。濃厚な味。 1,188 ¥450 62% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾟﾚｯﾄ 432 ¥250 42% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｶﾞﾚｯﾄ 367 ¥200 46% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾟﾙﾐｴ ｷｬﾗﾒﾙ 518 ¥250 52% 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 216 ¥110 49% 常温

サンミッシェル バターパルミエ87g 518 ¥250 52% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ 518 ¥250 52% 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 ¥250 52% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ ｼｮｺﾗ 518 ¥250 52% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾚｯﾄﾞﾌﾙｰﾂｼﾞｬﾑ170G 475 ¥230 52% 常温

ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ 170G 475 ¥230 52% 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 518 ¥260 50% 常温

ウィッタカー アーモンド 756 ¥400 47% 常温

ウィッタカー ピーナッツ 756 ¥400 47% 常温

ウィッタカー ココナッツ 756 ¥400 47% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ｸﾘｰﾐｰﾐﾙｸ ﾊﾞｰ 270 ¥130 52% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ﾌﾙｰﾂ&ﾅｯﾂ ﾊﾞｰ 270 ¥130 52% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ﾀﾞｰｸｶﾞｰﾅ 270 ¥130 52% 常温

ウィッタカーサモアダークチョコレート100g 594 ¥350 41% 常温

カキノタネチョコ ワフウミックス 300 1,026 ¥520 49% 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

ブルーイタリー ジンジャービア 355ml 324 ¥120 63% 常温

ｸﾛﾄﾘｭﾌﾌﾚｰﾊﾞｰｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ250ml 5,270 ¥3,000 43% 常温



NEW 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。

2,610 ¥1,200 54% 常温

CFシンシュウリンゴバタージャム110 648 ¥450 31% 常温

ハチミツレモンバター110 648 ¥450 31% 常温

イチゴトミルクノ2ソウジャム110 648 ¥450 31% 常温

ﾏｴｽﾄﾘ ﾒｯﾂｨ ﾊﾟｯｹﾘ 500g ミートソース、魚介系トマトソースにお勧め！ 583 ¥250 57% 常温

ｲﾓｰﾘﾗｳﾃﾞﾐｵEXVO458g/500ml 独特の辛味を持つオイル。 4,320 ¥1,900 56% 常温

マエストリ ペンネ・リガーテ 500g 562 ¥330 41% 常温

NEW マエストリ ラザニャッチェ 500g 583 ¥330 43% 常温

マエストリ スパゲッティNo.5(1.7mm) 500g 562 ¥330 41% 常温

NEW ﾏｴｽﾄﾘ ﾘﾝｸﾞｲﾈ 500g 562 ¥330 41% 常温

ﾏｴｽﾄﾘ ﾀﾘｱﾃｯﾚ 500g 562 ¥330 41% 常温

NEW ﾏｴｽﾄﾘ ｼﾞｪﾒｯﾘ 500g ジェノベーゼにお勧め！ 583 ¥330 43% 常温

NEW マエストリ アモリーニ 500g トマトソース、煮込み、スープにお勧めのパスタ 583 ¥330 43% 常温

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 ¥330 24% 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 ¥350 25% 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 ¥300 21% 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

さば節だしつゆ SABARと共同開発。サバの風味豊かなだしつゆ。 410 ¥330 20% 常温

ごまドレッシング 徳島県産ゆず果汁がさわやかに香ります。卵不使用。 540 ¥380 30% 常温

ワイン

保冷バッグ ¥1,290 常温


