
商品名 通常価格 販売価格（税込） 値引率 温度帯

ﾌﾞﾙｻﾝ ｶﾞｰﾘｯｸｱﾝﾄﾞﾊｰﾌﾞ

「ブルサンを知らないフランス人はいない」と言わるチー

ズ。しっかりしたニンニクの香りと味わいが食欲をそそる。 ¥648 ¥330 49% 冷蔵

ﾌﾞﾙｻﾝ ﾍﾟｯﾊﾟｰ

ほろほろとした食感とふわっと溶けるような口どけ。パンや

クラッカーに塗ってお酒のアテ、サラダやパスタ料理のアク

セントに。 ¥648 ¥330 49% 冷蔵

フレッシュ キャビア ノエル フランス 50g

※化粧箱入り2個セット

12月限定発売！化粧箱に2つ入り、贈り物に最適。フレッシュ

なので、要冷蔵！ ¥23,976 ¥18,000 25% 冷蔵

フレッシュ キャビア ノエル フランス 50g

※球体入り1個

12月限定発売！球体の箱に入った、見た目もユニークな一

品。フレッシュなので、要冷蔵！ ¥11,988 ¥10,000 17% 冷蔵

フレッシュ キャビア ノエル フランス 15g

12月限定発売！ねっとりとした高級キャビアならではの食感

が楽しめます。クリスマスに！ ¥3,996 ¥3,500 12% 冷蔵

アルカンセレクションキャビア 50G
時期により、最適な産地のキャビアを食材のプロが選んでセ
レクト。大特価にて販売！おひとり様、3個までの限定販売！ ¥7,884 ¥4,700 40% 冷蔵

ﾎﾜｲﾄ ﾊﾞﾙｻﾐｺ ﾋﾞﾈｶﾞｰ 500ML

食材の色がそのまま残せるので、用途が広く、特に魚や鶏肉

に最適！ ¥1,620 ¥580 64% 常温

ﾊﾞﾙｻﾐｺ ｸﾘｰﾑ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾋﾞﾝ 150ML

煮詰める必要がなく、そのまま料理のソースに。ソテーした

鶏肉や鴨、カルパッチョやアイスクリームにも！ ¥626 ¥330 47% 常温

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ﾊｰﾌ ﾛﾜｲﾔﾙ0.85KG

種を除去し縦割りハーフカットにしたアプリコットを皮付き

のままシロップ漬け。爽やかな酸味で肉厚の果肉。固形量

500g ¥1,296 ¥650 50% 常温

ﾎﾟﾜｰﾙｳｨﾘｱﾑ ｼﾛｯﾌﾟﾂﾞｹ 820G

ライトシロップのため果実味が豊かでタルト等幅広く使用す

ることができます。 ¥1,220 ¥650 47% 常温

ﾍﾟﾙｰｼｭ ｷｭｰﾌﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ  750G

キューブタイプのブラウンシュガー。サトウキビを100％使用

したおしゃれな不揃いの角砂糖。コーヒーや紅茶の風味を一

層引き立てます！ ¥1,350 ¥500 63% 常温

ﾍﾟﾙｰｼｭ ｷｭｰﾌﾞ ﾎﾜｲﾄ 250G

コーヒーや紅茶に入れてかき混ぜずに飲んでいただくと飲む

につれて甘みの微妙な変化をお楽しみいただけます。 ¥626 ¥250 60% 常温

ﾍﾟﾙｰｼｭ ｷｭｰﾌﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ 250G

キューブタイプのブラウンシュガー。サトウキビを100％使用

したおしゃれな不揃いの角砂糖。コーヒーや紅茶の風味を一

層引き立てます！ ¥626 ¥250 60% 常温

マスノタマゴ  50G

粒は、キャビアのような大きさで少し小粒。プチプチ食感が

楽しい。お正月料理の飾りにも最適。 ¥1,814 ¥980 46% 冷蔵

200 G ﾊﾞﾗﾙ ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ

塩味が効いていて味がしっかり。食前酒と一緒に、またはサ

ラダや煮込み料理などにもよく合います。 ¥680 ¥320 53% 常温

120 G ﾊﾞﾗﾙ ｸﾞﾘｰﾝ ｵﾘｰﾌﾞ

塩味が効いていて味がしっかり。食前酒と一緒に、またはサ

ラダや煮込み料理などにもよく合います。 ¥464 ¥210 55% 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

塩味、適度な苦みとこくがあり、香り豊か。そのままでも、

各種スープ、パスタソースなどに合わせるのも。 ¥788 ¥380 52% 常温

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、適度な苦みとこくがあり、香り豊か。そのままでも、

各種スープ、パスタソースなどに合わせるのも。 ¥518 ¥240 54% 常温

230 G ﾊﾞﾗﾙ ﾌﾞﾗｯｸｵﾘｰﾌﾞ ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ

肉が大変にやわらかく、味もまろやか。地中海料理の煮込み

や、ニース風サラダに最適！ ¥1,264 ¥510 60% 常温

ｸｽｸｽ ﾐﾃﾞｨｱﾑ ｸﾞﾚｲﾝ 500G

穀物の粉を練り、細かい粒状にしたもの。蒸し、鶏肉や羊

肉、野菜・豆などを煮込んだスープをかけるのが伝統的な食

べ方です。 ¥713 ¥250 65% 常温

ｾﾐﾄﾞﾗｲ ﾋﾟｰﾁ 200G ｶﾝ ¥1,080 ¥500 54% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ ﾊﾞﾙｻﾐｺ ﾋﾞﾈｶﾞｰ  50CL

熟練した職人によって丹念に作られたビネガー。肉料理・魚

料理の仕上げに！ ¥2,700 ¥1,200 56% 常温

25CL ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ  ｼﾛﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ

ドレッシングはもちろん、マリネや白身魚のロースト、お魚

のフライに。 ¥540 ¥260 52% 常温

ペルシュロン・ディジョンマスタード  100G

ドレッシング、マヨネーズなどと混ぜて、サンドイッチや肉

料理、各種ソースのベースに！ ¥432 ¥200 54% 常温

ペルシュロン・タネイリマスタード  90G

まろやかな辛さ、ビネガーの酸味、スパイシーさと風味も非

常に豊か。ソーセージや肉料理にたっぷりと添えて。 ¥432 ¥200 54% 常温

ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ･ﾀﾈｲﾘﾏｽﾀｰﾄﾞ  200G

まろやかな辛さ、ビネガーの酸味、スパイシーさと風味も非

常に豊か。ソーセージや肉料理にたっぷりと添えて。 ¥648 ¥300 54% 常温

ﾙﾌﾞﾗﾝ ｸﾙﾐｵｲﾙ 1/2 L ¥3,996 ¥1,500 62% 常温

ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾋﾟｰﾅｯﾂｵｲﾙ 1L

くせがなくバランスのとれた味わい。素材の味を引き立て、

どんな料理ともよく合う。 ¥3,024 ¥1,600 47% 常温

ﾏﾝﾁｬﾝﾃｨ EXｳﾞｧｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 250M

非常にバランスよく仕上げられており、どんなお料理にもよ

く合う、アルカン社員にも人気のオリーブオイル。 ¥1,372 ¥850 38% 常温

カプリッチョEXVオリーブオイル250ml

野生のハーブやドライフルーツのような風味が特徴。最後に

ほんのり苦みとスパイシーさ。 ¥702 ¥500 29% 常温



ﾄﾞﾗｲ ﾚﾝﾃｲﾙ 500G

外皮は薄く、短時間で火が通りやすいため、調理に大変便利

で肉との煮込みや付け合わせに。また冷製・温製のサラダや

ポタージュに最適。 ¥1,080 ¥520 52% 常温

フローズン エスカルゴ バターヅメ 12コイリ

前回、即完売！リピーター多し！200℃のオーブンで10分加熱

するだけで、本場の味が楽しめます！ ¥2,052 ¥1,250 39% 冷凍

ｶﾏﾙｸﾞ ｾﾙ ﾌｧﾝ 250G  ﾊｺｲﾘ

塩田のあら塩を細かく砕いたもの。食卓塩・調理塩など幅広

い用途に。 ¥594 ¥370 38% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 125G

塩田の表面に現れた繊細な結晶を丁寧に手作業で収穫した、

フランス国内でも最高品質という位置づけ。料理の仕上げ、

天ぷらなどに。 ¥1,242 ¥550 56% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ 40G

塩田の表面に現れた繊細な結晶を丁寧に手作業で収穫した、

フランス国内でも最高品質という位置づけ。料理の仕上げ、

天ぷらなどに。 ¥518 ¥280 46% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ ﾄﾏﾄ&ﾊﾞｼﾞﾙ 125G

お肉の漬け込みに使ったり、揚げ物やサラダにかけて使用が

オススメ！パスタの塩に使えばトマト＆バジルの香りに！ ¥1,404 ¥580 59% 常温

ｶﾏﾙｸﾞﾌﾙｰﾙﾄﾞｾﾙ ﾚﾓﾝ 125G

レモンの爽やかな香りが、肉料理の仕上げやサラダ、カル

パッチョなどに最適！人気商品！ ¥1,404 ¥650 54% 常温

ロスマリーノEXVオリーブオイル750ml

毎回大人気のオイル。デリケートなフルーティさが、魚料

理、グリルした肉、パスタソース・マヨネーズに加熱せずに

使うのがオススメ！ ¥4,860 ¥2,600 47% 常温

ﾛｽﾏﾘｰﾉEXVｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ250ml

毎回大人気のオイル。デリケートなフルーティさが、魚料

理、グリルした肉、パスタソース・マヨネーズに加熱せずに

使うのがオススメ！ ¥2,376 ¥1,200 49% 常温

ｵﾚｯﾂｱ ﾐﾈﾗﾙ ｳｫｰﾀｰ 500ML

コルシカ島に湧き出る幻の鉱泉水。地中を20年以上旅して湧

き出る天然発泡水。爽やかな喉ごしが楽しめ、食事との相性

が抜群！ ¥562 ¥280 50% 常温

ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙCOLOMBINO 500ml

搾られたオイルをノンフィルターで瓶詰めしています。澱が

たまりますが、まったくの純粋なオイル。 ¥2,549 ¥1,400 45% 常温

EXVﾚﾓﾝｵﾘｰﾌﾞ ｵｲﾙ CITRINO 500ml

超人気商品！パンにつけたり、サラダドレッシングにもおす

すめ！ペペロンチーノの仕上げにも！ ¥4,104 ¥2,200 46% 常温

アンチョビフィレ

前回完売！つやがあり肉厚でしまっており、しっかりとした

風味。おつまみとしても、調味料としても。 ¥1,015 ¥600 41% 冷蔵

ｲﾝｸﾞﾘｼｭ ﾌﾞﾚｯｸ ﾌｧｰｽﾄ50g

パンチのきいたアッサム、柔らかな渋みのセイロン、パワフ

ルなルワンダティーをブレンド。パンチのきいた味と香り、

コクと微かにスパイシーな風味、豊かな香りのバランスが絶

妙。 ¥1,296 ¥680 48% 常温

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ ｱｰﾙｸﾞﾚｲ37.5g

エキゾチックでフローラルな風味のダージリンティーと、ベ

ルガモットフレーバーのバランスのとれた味わい。 ¥1,296 ¥680 48% 常温

ｶﾓﾐｰﾙ22.5g

カモミール畑から採れた丸ごとの花を使用。フルーティーで

甘い香りときれいな黄色。1杯40円以下でリラックスティータ

イムを。 ¥1,296 ¥580 55% 常温

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ 37.5g

ストレートで飲むダージリンはキレがありすっきりとしたリ

フレッシュする味わい。1杯50円以下で優雅な朝の時間を！ ¥1,296 ¥680 48% 常温

ｱｰﾙｸﾞﾚｲ ｽﾄﾛﾝｸﾞ 37.5g

濃いアールグレイが飲みたいとの要望に応え、コクのあるパ

ワフルなアッサムとデリケートなセイロンとダージリンを絶

妙にブレンド。 ¥1,296 ¥680 48% 常温

ﾁｬｲﾃｨ52.5g

濃厚で芳醇なアッサムティーにカルダモンの鞘・シナモン・

生姜を加えた本格派。ミルクや砂糖、蜂蜜を加えて。1杯50円

以下で本格ティーが楽しめます。 ¥1,296 ¥680 48% 常温

ｺﾝｾﾌﾟﾄﾌﾘｭｲ ﾏﾛﾝｸﾘｰﾑ ¥2,030 ¥990 51% 常温

ｸﾛﾄﾘｭﾌ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ40G

口の中に黒トリュフのかおりがふわっと広がって大人の味わ

い。ワインとも相性良し！ ¥356 ¥175 51% 常温

ﾁﾁｭｳｶｲｿﾙﾄ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ50G

シンプルに塩のみの味わいだからこそ、その品質の高さが分

かります！ ¥356 ¥175 51% 常温

ﾄｰﾚｽ ｽﾓｸﾊﾟﾌﾟﾘｶ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ 50

スパイシーでスモーキー。そのまま食べるのも、肉料理の付

け合わせにするのも◎ ¥356 ¥180 49% 常温

RU スパゲッティ 500G

セモリナ粉だけを選び、質の良いタンパク質が集まる中心の

部分のみを使用。どんなソースにもよく合う定番の一品。 ¥734 ¥450 39% 常温

RU リングイネ 500G

人気No.1パスタ、久々の登場！お肉たっぷりボロネーゼ、ク

リームなど、味の濃いソースと絡めると最高！ ¥734 ¥450 39% 常温

RU ペンネ 500G

アラビアータ、ミートソース、クリームソースなどにお勧め

のショートパスタ。 ¥734 ¥450 39% 常温

ｺｯｸｽｼｭｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ330ml

作り手の一番のお気に入り！甘さと酸味のバランスがよく、

芳醇な口あたりが特徴。 ¥918 ¥330 64% 常温



ｼｬﾙﾄﾞﾈｼｭｼﾛ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ330ml

ハチミツやカリンを思わせるアロマの中にも、軽めのフィル

ターがけのため、琥珀色で重量感のあるテクスチャーが特

徴。 ¥918 ¥350 62% 常温

ﾌﾞﾄﾞｳﾊﾞﾀｹﾉﾋﾟｰﾁﾈｸﾀｰ330ml

甘すぎず程良い酸味。 凝縮した果実を感じるトロっとしたネ

クター。 ¥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

100％ストレートジュース。フレッシュですっきりした後味。

食事と一緒に合わせやすく、店長一押し。 ¥918 ¥350 62% 常温

ﾏﾝｺﾞﾈｸﾀｰ330ml

濃厚かつ非常に滑らかな口当たりで、ふくよかな香りとしっ

かりとした甘み。獲りたてのマンゴを食べているかのような

美味しさ。 ¥1,350 ¥440 67% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｱｶｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 330ML

カベルネ・ソーヴィニヨンのフレッシュな香り。かすかに芳

ばしさを感じさせる切れ味の良いすっきりとした後味。 ¥918 ¥350 62% 常温

ｶﾍﾞﾙﾈｼｭﾛｾﾞ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 1L

甘くて上品な味わい。シャープさと華やかさが魅力的なグ

レープジュース。 ¥2,052 ¥750 63% 常温

ｼｬﾙﾄﾞﾈｼｭｼﾛ ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 1L

ハチミツやカリンを思わせるアロマの中にも、軽めのフィル

ターがけのため、琥珀色で重量感のあるテクスチャーが特

徴。 ¥2,052 ¥750 63% 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

フレッシュですっきりした後味。食事と一緒に合わせやす

く、店長一押し。 ¥2,052 ¥750 63% 常温

ﾗｲﾑ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰ･ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ250ml

ジンジャーのピリッとした辛さとライムの酸味がフレッシュ

でパワフル！ ¥648 ¥250 61% 常温

ﾊﾟｯｼｮﾝ･ﾃｨﾑｰﾙﾍﾞﾘｰ･ｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ250ml

パッションフルーツとティムールベリー（ネパールペッパー

※グレープフルーツのような柑橘系の香り）のエキゾチック

で甘美な果実感が特徴。

¥648 ¥250 61% 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 ¥250 61% 常温

ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾛｾﾞｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ750ML

フローラルな香りと、カシスやグリオットチェリーのような

果実味が特徴。クリスマスに是非！ ¥2,160 ¥850 61% 常温

グロワエナチュール カイバシラノリエット

100g

ホタテの貝柱を47％使用。濃厚な味わい。カナッペの他、生

春巻きの具材などにも。 ¥1,404 ¥780 44% 常温

グロワエナチュール カニノリエット100g

カニを44％使用。バゲットやクラッカーにのせて。カニ焼売

や、春巻きの皮にチーズと包んで揚げたら絶品おつまみに！ ¥1,404 ¥780 44% 常温

グロワエナチュール オマールノリエット100g

オマールを贅沢に使用。なめらかなテクスチャーに仕上げた

リエット。カナッペ・サンドウィッチの他、パスタの仕上げ

にも。 ¥1,620 ¥900 44% 常温

G&N ｵﾏｰﾙｵｲﾙ 100ML

スープやポタージュ、魚介などの仕上げに数滴使用するだけ

で贅沢な深みのある味わいに。 ¥2,376 ¥1,080 55% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｶﾞﾚｯﾄ

フランス産の小麦、新鮮な卵とバターを使い、シンプルな素

材。。サンミッシェルの原点のビスケット。 ¥389 ¥180 54% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｻﾌﾞﾚ ｺｺ

丁寧に焼きあげた可愛いシェイプのビスケット。ココナッツ

の食感がアクセント。 ¥389 ¥180 54% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾊﾟﾙﾐｴ ｷｬﾗﾒﾙ

ハート型のパイにキャラメルをコーティング。カリカリの食

感。誰もが美味しいというおススメの一品。 ¥540 ¥240 56% 常温

SM ﾁｮｺﾚｰﾄｶﾞﾚｯﾄ

原点でもある伝統のガレットにチョコレートを埋め込んだ、

人気の一品。 ¥540 ¥240 56% 常温

SM ﾌﾞﾗｳﾆｰ30g7ﾎﾝｲﾘﾊｺ ﾁｮｺ

しっとり生地のチョコレートブラウニー。1本あたり約50円の

大特価！ ¥756 ¥370 51% 常温

SM ﾌﾞﾗｳﾆｰ30g7ﾎﾝｲﾘﾊｺ ﾎﾜｲﾄﾁｮｺ

しっとり生地のホワイトチョコレートブラウニー。1本あたり

約50円の大特価！ ¥756 ¥370 51% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾌﾟﾁﾌﾞｰﾙ 180g

素朴な味わいのバタークッキー。ココナッツの食感がアクセ

ント。 ¥540 ¥220 59% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ

フランス産の小麦、新鮮な卵とバターを使い、シンプルな素

材。フランス産「ゲランドの塩」がアクセント。甘さと塩の

バランスが絶妙。 ¥540 ¥240 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

キャラメルの甘い香り。あとをひく美味しさ。紅茶のお供

に。 ¥540 ¥240 56% 常温

ｻﾝﾐｯｼｪﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｶﾞﾚｯﾄ ｼｮｺﾗ

ココアビスケットに入ったチョコチップがアクセント。コー

ヒータイムのお供に。 ¥540 ¥240 56% 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

イチジクの種のプチプチとした食感と果実感が美味しい。リ

ピーターの多いジャム。 ¥518 ¥260 50% 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

ストロベリー、サワーチェリー、ラズベリー、レッドカラン

トのミックスジャム。食感と果実感が美味しい！ ¥518 ¥260 50% 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

苦味が少なく甘みと酸味が絶妙。パテドカンパーニュなどお

料理のソースとしてもオススメ！ ¥518 ¥260 50% 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 ヨーグルトやアイスクリームのトッピングにもオススメ！ ¥562 ¥310 45% 常温



ｺﾝﾄﾄﾞﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ ﾏﾛﾝｸﾘｰﾑ 170G

栗の粒感が残ったペーストクリームです。濃厚な栗の風味、

味わい。お菓子作りの材料としてもオススメ！ ¥626 ¥300 52% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ｸﾘｰﾐｰﾐﾙｸ ﾊﾞｰ

ウィッタカーシリーズ1番人気！王道ミルクチョコレートで

す。 ¥292 ¥130 55% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ﾌﾙｰﾂ&ﾅｯﾂ ﾊﾞｰ

香ばしくローストしたアーモンドと芳醇な香りのレーズン入

り！ ¥292 ¥130 55% 常温

ｳｨｯﾀｶｰ ﾀﾞｰｸｶﾞｰﾅ ガーナ産ココアを72％使用した、ビタースウィート。 ¥292 ¥130 55% 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

ニュージーランドのネルソン地方で育った洋梨と、タウラン

ガにあるMossop's社のマヌカハニーのコンビネーションをお

楽しみください。 ¥648 ¥280 57% 常温

ﾋﾟﾝｸｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｿｰﾀﾞ 355ML ピンクグレープフルーツを使用し酸味のなかに微かな甘さ。 ¥324 ¥160 51% 常温

ｼﾛﾄﾘｭﾌﾌﾚｰﾊﾞｰｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ100ml

料理の最後に数滴垂らすと、芳醇なトリュフの香りが。ク

リームパスタ、オムレツをはじめ、フライドポテトなどにも

オススメ！ ¥2,743 ¥1,380 50% 常温

ADｷﾞﾌﾄｾｯﾄ ｼｵ&ｵｲﾙ ¥3,996 ¥1,800 55% 常温

ｳﾞｪﾙｼﾞｭﾄﾞﾍﾟﾘｺﾞｰﾙ 33CL

酢よりも柔らかく、レモンよりフルーティー。肉料理のソー

ス、魚、羊肉をマリネする際に使用、ドレッシングに加えた

りがオススメ。 ¥2,700 ¥990 63% 常温

ｸﾞﾗﾉｰﾗ ﾁｪﾘｰ&ﾋﾟｽﾀﾁｵ 200g

香ばしいピスタチオの味と、甘みが美味しいクランベリー、

ほどよい酸っぱさのサワーチェリーがバランスよく混ざる。 ¥1,048 ¥600 43% 常温

ｸﾞﾗﾉｰﾗ ﾅｯﾂ&ｼｰｽﾞ200g

ごろごろと入ったナッツ類は栄養満点です。シナモンとナツ

メグの香りが食欲を誘います。ファンの方が多い一品。 ¥1,048 ¥600 43% 常温

ｸﾞﾗﾉｰﾗ ｵﾘｼﾞﾅﾙ 400g

有機オーツ麦をベースに、サクサクとした食感のペカンナッ

ツと小粒でしっかり味わいがあるドライカレンツ。 ¥1,728 ¥990 43% 常温

FZ フォンドヴォー1㎏

おうちの料理が一気にフレンチに！解凍し、アイスブロック

で再冷凍すると使いやすい。今まで挑戦できなかったフレン

チのソース作りや、ワンランク上のカレー作りなどにも。 ¥2,592 ¥1,700 34% 冷凍

FZフォンドオマール1kg

甘みと豊かな風味があり、ビスク、ブイヤベース、パスタ

ソース、チャウダーなどに。 ¥2,376 ¥1,600 33% 冷凍

ﾀﾙﾄ.ｵ.ﾎﾟﾑ 10ｽﾗｲｽ

６０％以上りんごを使い、シャキシャキとした食感と甘酸っ

ぱい味わい。人口着色料、人口香料、保存料不使用。 ¥1,296 ¥580 55% 冷凍

レモンメレンゲタルトレット2コイリ

レモンクリームの上にイタリアンメレンゲ。爽やかさと甘さ

のコントラストが楽しめる一品。 ¥961 ¥500 48% 冷凍

マカロンコレクション

注文が入り過ぎて一時欠品したほどの超大人気商品！バニ

ラ・ピスタチオ・コーヒー・ラズベリー・レモン・チョコ

レートの6種が2個ずつ。 ¥1,296 ¥750 42% 冷凍

東京あきる野市産　養沢ヤギチーズ80g　【シェー

ヴル】大丸価格1980円

6頭の山羊から手搾りした乳で作られたチーズ。クリーミー
で、独特のさわやかな風味。パンやサラダだけでなくベリー
類や蜂蜜にもよく合う。 ¥2,138 ¥1,200 44% 冷蔵

ﾄﾝｶﾏﾒ 190G PET

ラム酒に2～3日漬けアルコールがとぶまで乾燥させると独特

の香りがさらに引き出されます。バニラの代わりや、すりお

ろしてソース、ピューレに加えて。 ¥5,594 ¥2,400 57% 常温

ｶﾝｿﾞｳ ｽﾃｨｯｸ 100G PET

甘さのある独特な風味が、甘い・塩気のあるソースどちらに
も合う。香り付けには火を止める直前にほんの少量加えるだ
け。菓子フルーツにも好適。 ¥2,084 ¥870 58% 常温

ﾛﾝｸﾞ ﾍﾟｯﾊﾟｰ ｼﾞｬﾜ  130G PET

黒コショウに似た樹木のようなフレッシュな香りが特徴。辛

味はやや弱くほんのりと甘みがあります。お肉と相性抜群！ ¥3,229 ¥1,500 54% 常温

ﾎｯﾄｶﾘｰ 120G PET

南インド地方のマドラスのスタイルである辛口の刺激性の高

いカレーパウダー。仔羊、豚肉、白身の肉、魚、野菜にも良

く合います。 ¥1,782 ¥950 47% 常温

ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾟｯﾊﾟｰ ﾃﾘﾁｪﾘｰ 160G PET

インドのマラバール地方産。最高級のコショウとされ、スパ

イシーな柑橘系の香り。 ¥3,456 ¥1,600 54% 常温

ﾊﾟﾝﾃﾞﾋﾟｽ 115G PET 十字軍の時代に紀元するスパイスケーキ用のミックス。 ¥1,976 ¥950 52% 常温

ﾍﾞﾚｲ ﾊﾞﾙｻﾐｺ･ｱﾙｼﾞｪﾝﾄ 500ml

モデナ産の厳選されたぶどうを35時間煮つめて作られた、濃

縮ぶどう液を自然発酵と3年未満熟成で甘酸っぱく、バランス

のとれたバルサミコ酢 ¥788 ¥300 62% 常温

ﾑﾘｰﾉ･ﾏﾘｰﾉ ﾋﾖｺﾏﾒｺ500G

生パスタや、揚げ物の衣などにもご利用いただけます。非常

にきめ細やかに挽いてあります。クレープなどにも使えま

す。 ¥1,512 ¥600 60% 常温

ﾏｴｽﾄﾘ ﾒｯﾂｨ ﾊﾟｯｹﾘ 500g

小麦本来の甘みとザラっとしたテクスチャー。トマトや魚介

ベースのソースにももちろん、クリーム系のパスタにもよく

合います◎ ¥853 ¥390 54% 常温

ﾏｴｽﾄﾘ ﾌｼﾞｯﾘ ﾅﾎﾟﾚﾀｰﾆ 500g

小麦本来の甘みとザラっとしたテクスチャーは、ソースとよ

く絡みます。スープパスタやジェノベーゼによく合います！ ¥853 ¥390 54% 常温

フォレストヒッコリースモーク　1/8カット

スモークの香りがビールにピッタリ！スライスしてサンド

ウィッチにも。グループ企業サイトで人気のチーズ。 ¥1,080 ¥750 31% 冷蔵



ブリ―ルスティック　1/8カット

言わずと知れた、白カビチーズの王様。蜂蜜やジャムと合わ

せても◎ ¥864 ¥650 25% 冷蔵

ゴルゴンゾーラ　ドルチェ

世界三大ブルーチーズのひとつ。青カビの中では穏やかな味

わいで、ほのかな甘みにワインが進みます。 ¥864 ¥650 25% 冷蔵

コルビージャック　90ｇカット

クセがなくマイルドな味わいの「モントレージャック」と

チェダーにも似たコクがある「コルビー」を混ぜ合わせた

チーズ。 ¥540 ¥380 30% 冷蔵

ペッパージャック　90ｇカット

お肉と一緒に加熱すると、そこはもうアメリカ！チーズハン

バーグやハムチーズサンドなどに是非！ ¥540 ¥380 30% 冷蔵

ハニー＆ピスタチオ　クリームチーズ

穏やかな酸味とバターのような滑らかな組織が特徴で、その

ままパンやベーグルに塗るのがオススメ！ ¥810 ¥600 26% 冷蔵

クリームフルーツラムカット

上質なクリームチーズに、ラム酒漬けのレーズンやココナッ

ツが練りこまれたスイーツみたいなデザートチーズ!! ¥972 ¥650 33% 冷蔵

セレクト　カマンベール

非常におだやかで食べやすいカマンベールタイプ。リンゴや

梨などのフルーツともよく合います。 ¥648 ¥450 31% 冷蔵

パルミジャーノ　レジャーノ 200g

チーズの王様！そのまま食べても、削ってパスタやシーザー

サラダにかけても。旨味たっぷりのチーズです。 ¥1,620 ¥980 40% 冷蔵

小籠包10個入り 定番の小籠包10個セット！ ¥1,200 冷凍

豚まん5個セット 甘味のある生地とジューシーな餡のバランスが絶妙。 ¥800 冷凍

叉焼メロンパン2個セット

温めた後、トースターで表面をパリッと焼いたら・・・。是

非、帰省のお土産にして頂きたい、他では食べられない一品

です。 ¥1,000 冷凍

広東チャーシュー

温めてスライスするだけ。年末年始に常に食卓に出しておき

たい。お酒の進む一品です。 ￥500～ 冷凍

大根餅5個セット

表面をフライパンでパリッと焼いてお召し上がりください。

豆板醤をつけるとより美味しく召し上がれます。 ¥750 冷凍

マルゲリータ 前回完売の定番中の定番ピッツァ！ ¥1,501 ¥880 41% 冷凍

窯揚げしらすのマリナーラ しらすの塩気でお酒が進みます！ ¥1,393 ¥800 43% 冷凍

海の幸のピッツァ

海老、イカ、タコ、ツナが入った海鮮ピッツァ。クリスマス

の一品にピッタリ！ ¥1,609 ¥1,250 22% 冷凍

たっぷり4種チーズ

モッツァレラ、燻製、リコッタ、ゴルゴンゾーラが入った蜂

蜜とよく合う、おつまみピッツァ！ ¥1,717 ¥1,250 27% 冷凍

麻婆味噌

麻婆味噌50g・豆板醤・たまり醤油・砂糖各少々、スープ

180mlに豆腐を入れ、片栗粉でとじれば美味しい麻婆豆腐

に！そのまま焼いた厚揚げに乗せて食べるのも美味！ ¥980 冷蔵

よだれ醤

蒸し鶏にそのままかけたらよだれ鶏に。茹でた豚肉や冷や

やっこなどにも合います！ ¥1,100 冷蔵

豆板醤

中国料理の基本となる調味料。大根餅や焼売にそのままつけ

たり、お正月のお餅につけていつもと違った食べ方もオスス

メ！ ¥1,100 冷蔵

自家製ラー油

麻婆豆腐の仕上げ、よだれ鶏の仕上げなど、全ての料理のア

クセントに！ ¥980 冷蔵

麻婆豆腐

空心の名物料理！温めるだけで空心の麻婆豆腐がご自宅で味

わえます！ ¥1,280 冷凍

黒酢酢豚

阪神百貨店でも大人気！温めるだけで空心の黒酢酢豚がご自

宅で味わえます！ ¥1,280 冷凍

エビチリ 温めるだけ！空心のエビチリがご自宅で味わえます！ ¥1,280 冷凍

炒飯

温めるか、フライパンで炒めれば、簡単に空心の炒飯のでき
あがり。 ¥980 冷凍

半生うどん（3人前）

たっぷりのお湯でゆでてください。うどん棒のうどんがご自

宅で味わえます！ ¥450 常温

神だし

うどんの出汁にどうぞ。もちろん、年越し蕎麦の出汁にも

ピッタリです！！ ¥270 冷蔵

せとうち農園　トマト果汁720ml（食塩無添加）

食塩無添加、ストレートの100％トマト果汁なので、毎日飲

んでも飽きません。カレーやシチューなどに加えて、コクを

出すなどお料理にも活躍！ ¥1,400

せとうち農園　トマト・ケチャップ

樹の上で完熟させたトマトを贅沢に使用！旨味豊かで卵料理

に相性抜群。パスタやピザは本格的な味に、オムライスも美

味しく！ ¥800

せとうち農園　トマト・ピューレ

樹の上で完熟させたトマトを贅沢に使用！パスタやピザ、煮

込み料理やスープに使えばコクが増します！ ¥800

misono ペティナイフ【新品】 ¥6,050 ¥3,300 45%

グラタン皿 ¥50

ワインクーラー ¥400

スープスプーン【新品】TABLE WAREブイヨンス

プーン　EBM18-8 ¥737 ¥200 73%

醤油さし ¥30

スキレット【新品】15㎝ ¥1,100 ¥400 64%



スキレット【新品】12㎝　ISHIGAKI ¥770 ¥300 61%

網焼きプレート ¥4,400 ¥1,000 77%

フライパン20㎝【ほぼ新品・1回使用】デイズ

クックIH対応フライパンRB-1761 ¥3,168 ¥2,200 31%

フライパン28㎝【新品】デイズクックIH対応フラ

イパンRB-1763 ¥4,180 ¥2,800 33%

テボ ¥500

ビタクラフト　24㎝フライパン（蓋付き） ¥26,015 ¥3,500 87%


