
※配達件数が決まっておりますので、お受けできない場合もございます。

※日曜日の受付・発送はございません。

※時間指定はご容赦くださいませ。

※下記地域以外は宅急便にて承ります。
※宅急便の受付けは9：30～13：00 (お届けは、翌日以降になります。)

逗子市 葉山町
全域 全域

更新

　当日18時頃までにお届けいたします。

        電話・FAX ご注文カタログ

宅配地域

　　　藤沢市
　　　川名
　　　片瀬
　　　鵠沼地区

鎌倉市
全域

※祝祭日は承っております。

11時30分までにご注文いただきますと、

　　　　　　　 鎌倉店

配送料金

1回につき　660円（税込）

お支払方法

代金引換・またはメンバーズカード1回払い

TEL

0467-25-1906
FAX

0467-25-2814
24時間承っております

2020/8/1



紀ノ国屋　スライドジッパーバッグ

SLIDE JIPPER BAG
いいね!! 



1 紀ノ国屋 彩り弁当　　１折 ¥800 ¥864 38 紀ノ国屋 海老とブロッコリーの塩炒め ¥380 ¥410

2 紀ノ国屋 彩り華御前　　１折 ¥1,200 ¥1,296 39 紀ノ国屋 こだわり餃子　　５個入 ¥450 ¥486

3 紀ノ国屋 特上にぎり寿司 ¥1,950 ¥2,106 40 紀ノ国屋 人参サラダ　　110ｇ ¥320 ¥345

4 紀ノ国屋 上にぎり寿司 ¥1,500 ¥1,620 41 紀ノ国屋 スモークサーモンマリネ ¥450 ¥486

5 紀ノ国屋 助六寿司　　(小) ¥480 ¥518 42 紀ノ国屋 コールスロー ¥298 ¥321

6 紀ノ国屋 巻物盛り合わせ ¥750 ¥810 43 紀ノ国屋 ポテトサラダ　　小　　110ｇ ¥220 ¥237

7 紀ノ国屋 ばらちらし ¥880 ¥950 44 紀ノ国屋 マカロニサラダ　　110ｇ ¥220 ¥237

8 紀ノ国屋 いなり寿司（３ケ入） ¥390 ¥421 45 紀ノ国屋 オリーブの香草オイル漬　　100gあたり ¥360 ¥388

9 紀ノ国屋 自家製ハムとカマンベールサンド ¥298 ¥321 46 紀ノ国屋 セミドライトマトのマリネ　　100ｇあたり ¥532 ¥574

10 紀ノ国屋 ８品目のミックスサラダサンド(２切) ¥250 ¥270 47 紀ノ国屋 帆立のテリーヌスライス　　　60ｇ ¥741 ¥800

11 紀ノ国屋 かつサンド　　３切入 ¥399 ¥430 48 紀ノ国屋 ローストビーフ ラウンド　　　100ｇあたり ¥2,000 ¥2,160

12 紀ノ国屋 北海道牛肉コロッケサンド　　３切入 ¥379 ¥409 49 紀ノ国屋 ローストビーフ モモ　　　100ｇあたり ¥1,760 ¥1,900

13 まい泉 ¥780 ¥842 50 紀ノ国屋 牛タンスモーク ¥534 ¥576

14 まい泉 ヒレかつサンド　　３切入 ¥390 ¥421 51 紀ノ国屋 モーニングソーセージ　　　100ｇあたり60ｇ ¥350 ¥378

15 紀ノ国屋 ごろっと煮豚と海老入り炒飯 ¥460 ¥496 52 紀ノ国屋 ロースハム　　　100ｇあたり ¥680 ¥734

16 紀ノ国屋 とろけるデミソースのオムライス ¥598 ¥645 53 紀ノ国屋 アウフシュニット　　　100ｇあたり ¥350 ¥378

17 紀ノ国屋 黒毛和牛弁当 ¥908 ¥980 54 紀ノ国屋 肩肉特製ハム　　　100ｇあたり ¥540 ¥583

18 紀ノ国屋 自家製ソーセージとトマトの旨みナポリタン ¥550 ¥594 55 紀ノ国屋 パルマ・プロシュート　　　100ｇあたり ¥1,800 ¥1,944

56 紀ノ国屋 パリ風ハム スライス　　　100ｇあたり ¥450 ¥486

19 紀ノ国屋 天然エビフリッター（100ｇ） ¥400 ¥432 57 紀ノ国屋 煮豚（ブロック）　　　100ｇあたり ¥550 ¥594

20 紀ノ国屋 あぶり焼チキン（ガーリック） 1本 ¥115 ¥124 58 紀ノ国屋 煮豚（スライス）　　　70ｇ ¥617 ¥666

21 紀ノ国屋 コロッケ各種　　１個 ¥160 ¥172 59 紀ノ国屋 肉まん ¥260 ¥280

22 紀ノ国屋 あらびき包みメンチカツ ¥239 ¥258 60 紀ノ国屋 あんまん ¥240 ¥259

23 紀ノ国屋 アジフライ ¥270 ¥291

24 紀ノ国屋 天ぷら盛り合せ ¥630 ¥680

25 紀ノ国屋 大粒かきフライ（大粒） 一粒 ¥175 ¥189 61 紀ノ国屋 ロースハム　64ｇ ¥660 ¥712

26 紀ノ国屋 豚ロースカツ ¥547 ¥590 62 紀ノ国屋 スモークハム　76ｇ ¥602 ¥650

27 紀ノ国屋 豚ヒレカツ ¥250 ¥270 63 紀ノ国屋 ポークウィンナー　120ｇ ¥455 ¥491

28 紀ノ国屋 南部どり焼き鳥　ねぎ串 1本 ¥140 ¥151 64 紀ノ国屋 カクテルソーセージ　120ｇ ¥455 ¥491

29 紀ノ国屋 南部どり焼き鳥　つくね 1本 ¥140 ¥151 65 紀ノ国屋 スモークベーコン（スライス）　76ｇ ¥528 ¥570

30 紀ノ国屋 ふもと赤鶏の唐揚げ ¥320 ¥345 66 紀ノ国屋 デミグラスハンバーグ（レトルト）　150ｇ ¥530 ¥572

31 紀ノ国屋 ハンバーグステーキ ¥680 ¥734 67 紀ノ国屋 和風ハンバーグ（レトルト）　150ｇ ¥530 ¥572

32 紀ノ国屋 五目白和え 　 ¥267 ¥288 68 紀ノ国屋 バーベキューソーセージ　160ｇ ¥640 ¥691

33 紀ノ国屋 いかと里芋のやわらか煮 ¥267 ¥288 69 紀ノ国屋 ペッパーソーセージ　87ｇ ¥357 ¥385

34 紀ノ国屋 彩り野菜の筑前煮 ¥330 ¥356 70 紀ノ国屋 アウフシュニット　74ｇ ¥298 ¥321

35 紀ノ国屋 野菜の炊き合わせ ¥380 ¥410 71 紀ノ国屋 ポークソーセージ 黒胡椒　74ｇ ¥274 ¥295

36 紀ノ国屋 ¥630 ¥680

37 紀ノ国屋 ¥390 ¥421

よくばりアソートパック

（海老チリ・油淋鶏・青椒肉絲）

チンジャオロース

(牛肉とピーマンの細切り炒め）

1

おかず

おかず

ハム・ソーセージ

ヒレかつサンド　　67切入

お弁当・お寿司・サンドウィッチ

～ ～ 



72 紀ノ国屋 食パン　　リッチミルクブレッド　６枚入 ¥380 ¥410 110 紀ノ国屋 ストロベリージャム 低糖　270ｇ ¥580 ¥626

73 紀ノ国屋 食パン　　リッチミルクブレッド　３枚入 ¥240 ¥259 111 紀ノ国屋 オレンジマーマレード 低糖　270ｇ ¥450 ¥486

74 紀ノ国屋 食パン　　リッチミルクブレッド　２枚入 ¥200 ¥216 112 紀ノ国屋 ブルーベリージャム 低糖　275ｇ ¥950 ¥1,026

75 紀ノ国屋 食パン　　豆乳角食パン　６枚入 ¥306 ¥330

76 紀ノ国屋 食パン　　ロイヤルブレッド　６枚/８枚入 ¥300 ¥324

77 紀ノ国屋 食パン　　ロイヤルブレッド　３枚入 ¥160 ¥172 114 藤井養蜂場　　国産アカシアのはちみつ　180ｇ ¥2,000 ¥2,160

78 紀ノ国屋 フォーシードブレッド　10枚入 ¥320 ¥345 115 藤井養蜂場　　国産レンゲのはちみつ　180ｇ ¥2,100 ¥2,268

79 紀ノ国屋 イギリスパン　６枚/８枚入 ¥370 ¥399 116 ミエリツィア　　オレンジのはちみつ　250ｇ ¥1,350 ¥1,458

80 紀ノ国屋 イギリスパン　３枚入 ¥200 ¥216 117 スキッピー ピーナッツバター　クリーミー　340ｇ ¥655 ¥707

81 紀ノ国屋 サンドウィッチブレッド（ホワイト）　８枚入 ¥220 ¥237 118 スキッピー ピーナッツバター　チャンク　340ｇ ¥655 ¥707

82 紀ノ国屋 ライサンドウィッチ用　８枚入 ¥240 ¥259 119 ヌテラ　　ヘーゼルナッツ&チョコスプレッド　200ｇ ¥400 ¥432

83 紀ノ国屋 レーズンブレッド（スライス）　５枚入 ¥230 ¥248

84 紀ノ国屋 自家製　バゲット　１本 ¥330 ¥356

85 紀ノ国屋 ピタパン 　３個入 ¥300 ¥324 120 よつ葉 よつ葉バター　有塩　150ｇ ¥320 ¥345

86 紀ノ国屋 ピタパンチーズ　　１個 ¥200 ¥216 121 よつ葉 よつ葉バター　無塩　150ｇ ¥340 ¥367

87 紀ノ国屋 ハンバーガーバンズ　　　４ヶ入　 ¥280 ¥302 122 よつ葉 パンにおいしい発酵バター　100ｇ ¥302 ¥326

88 紀ノ国屋 ホットドックバンズ　　　４ヶ入 ¥280 ¥302 123 よつ葉 パンにおいしいバター　100ｇ ¥274 ¥295

89 紀ノ国屋 イングリッシュマフィン　　４ヶ入 ¥300 ¥324 124 エシレ バター　有塩・食塩不使用　50ｇ ¥598 ¥645

90 紀ノ国屋 バターロール　６ヶ入 ¥330 ¥356 125 カルピス 特選バター　有塩　450ｇ ¥1,457 ¥1,573

91 紀ノ国屋 バターロール　4ヶ入 ¥240 ¥259 126 カルピス 特選バター　無塩　450ｇ ¥1,507 ¥1,627

92 紀ノ国屋 レーズンロール　4個入 ¥280 ¥302 127 帝国ホテル　　ホテルマーガリン　185ｇ ¥350 ¥378

93 紀ノ国屋 ミニクロワッサン　６ヶ入 ¥400 ¥432 128 帝国ホテル　　ピーナッツクリーム　170ｇ ¥430 ¥464

94 紀ノ国屋 無塩パン　６枚入 ¥180 ¥194 129 北海道乳業　　ホイップバター ポーション ８ｇX20 ¥598 ¥645

95 紀ノ国屋 食べくらべプチパンセット ¥389 ¥420 130 小岩井　　マーガリン　ヘルシー芳醇仕立て　180ｇ ¥288 ¥311

96 紀ノ国屋 クリームパン ¥210 ¥226 131 小岩井　　マーガリン　発酵バター入り　180ｇ ¥288 ¥311

97 紀ノ国屋 スカイベリーのイチゴジャムパン ¥200 ¥216 132 クラフト 切れてるチーズ　148ｇ ¥380 ¥410

98 紀ノ国屋 レーズンロール ¥80 ¥86 133 タカナシ 北海道クリームチーズ　220ｇ ¥488 ¥527

99 紀ノ国屋 あんパン　小倉あん／こしあん ¥150 ¥162 134 キリ クリームチーズ　108ｇ ¥368 ¥397

100 紀ノ国屋 メロンパン ¥160 ¥172 135 紀ノ国屋 ミックスシュレッドチーズ　150ｇ ¥580 ¥626

101 紀ノ国屋 クロワッサン・オ・ショコラ ¥240 ¥259 136 小岩井 クリーミースライスチーズ　7枚入 ¥308 ¥332

102 紀ノ国屋 クロワッサン（プレーン）　１個 ¥200 ¥216 137 メイトー カッテージチーズ　220ｇ ¥405 ¥437

103 紀ノ国屋 アップルパイ ¥280 ¥302 138 メイトー カッテージチーズ　うらごし　200ｇ ¥390 ¥421

104 紀ノ国屋 レモンデニッシュ ¥165 ¥178 139 ブルサン ガーリックハーブ　100ｇ ¥598 ¥645

105 紀ノ国屋 ツイストドーナッツ ¥130 ¥140 140 ブルサン ブルサンペッパー　100ｇ ¥598 ¥645

106 紀ノ国屋 黒糖あんドーナッツ ¥150 ¥162 141 紀ノ国屋 プチチーズアソート　80ｇ ¥598 ¥645

107 紀ノ国屋 あんドーナッツ ¥160 ¥172 142 紀ノ国屋 イタリアチーズアソート　80ｇ ¥698 ¥753

108 紀ノ国屋 ¥139 ¥150 143 ロックフォール　チーズコレクションアソート　230ｇ ¥1,000 ¥1,080

109 紀ノ国屋 バタフライ　２個入 ¥170 ¥183
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フィオール・ディ・フルッタ　オーガニックスプレッド

（ストロベリー/セビルオレンジ/ピーチ・/ブルーベリー/

アプリコット）

¥640113

バター・マーガリン・チーズ

¥691

ファッションドーナッツ　ｼｭｶﾞｰ/ｼﾅﾓﾝ/ｸﾘｽﾋﾟｰ/ﾌﾟﾚｰﾝ

パン ジャム・はちみつ



144 タカナシ 紀ノ国屋北海道牛乳　1000ml ¥261 ¥281 177 紀ノ国屋 刻み紅しょうが　110ｇ ¥400 ¥432

145 タカナシ 有機牛乳　1000ml ¥483 ¥521 178 紀ノ国屋 薄切生姜　110ｇ ¥400 ¥432

146 よつ葉 北海道十勝牛乳　1000ml ¥295 ¥318 179 紀ノ国屋 ゆず白菜　200ｇ ¥380 ¥410

147 よつ葉 北海道十勝牛乳　500ml ¥173 ¥186 180 紀ノ国屋 奈良漬（胡瓜/白瓜/守口漬）　100ｇ ¥600 ¥648

148 タカナシ 北海道低脂肪牛乳　1000ml ¥239 ¥258 181 川勝総本家　　しば祇園　（青しそ/赤しそ）　80ｇ ¥330 ¥356

149 タカナシ 低温殺菌牛乳　1000ml ¥302 ¥326 182 誠味 蒸し大豆　160ｇ ¥238 ¥257

150 キッコーマン　　調整豆乳　1000ml ¥280 ¥302 183 誠味 蒸し黒豆　100ｇ ¥250 ¥270

151 タカナシ 北海道純生クリーム 47%　200ml ¥444 ¥479 184 誠味 野菜豆/金時豆/白花豆 ¥350 ¥378

152 タカナシ 北海道純生クリーム 35%　200ml ¥354 ¥382

153 タカナシ 北海道純生クリーム 35%　100ml ¥209 ¥225 185 島田食品　　大袖振大豆　絹豆腐　300ｇ ¥300 ¥324

154 中沢フーズ フレッシュクリーム 45%　200ml ¥420 ¥453 186 島田食品　　大袖振大豆　木綿豆腐　300ｇ ¥300 ¥324

155 中沢フーズ カロリー1/3カット フレッシュクリーム 200ml ¥335 ¥361 187 島田食品　　大袖振大豆　焼どうふ　300ｇ ¥270 ¥291

156 小岩井 生乳100％ヨーグルト　400ｇ ¥258 ¥278 188 菊乃井 木綿豆腐　350ｇ ¥341 ¥368

157 小岩井 まきばヨーグルト　90ｇ ¥85 ¥91 189 菊乃井 絹豆腐　350ｇ ¥341 ¥368

158 ダノン Ｂ Ｉ Ｏ ヨーグルト プレーン　80ｇＸ4 ¥256 ¥276 190 もぎ豆腐　　三之助豆腐 300ｇ ¥280 ¥302

159 明治 プロビオヨーグルトＬＧ21(プレーン／低脂肪) ¥132 ¥142 191 もぎ豆腐　　絹ごし三之助 300ｇ ¥290 ¥313

160 明治 Ｒ-1ヨーグルト（プレーン／低脂肪） ¥132 ¥142 192 豆庵 有機湧水木綿豆腐　170ｇ ¥230 ¥248

161 明治 ブルガリアヨーグルト　400ｇ ¥208 ¥224 193 豆庵 有機湧水絹豆腐　170ｇ ¥230 ¥248

162 明治　　ＬＧ21ドリンクヨーグルト（低糖・低カロリー）　112ml ¥132 ¥142 194 島田食品　　国産大豆　絹厚揚げ ¥240 ¥259

163 明治　　Ｒ-1ドリンクヨーグルト（低糖・低カロリー）　112ml ¥132 ¥142 195 豆庵 厚揚げ ¥305 ¥329

164 ヤスダ ヤスダヨーグルト（飲むタイプ）　　900ｇ ¥570 ¥615 196 島田食品　　国産大豆　油あげ　２枚入 ¥200 ¥216

165 トロピカーナ ピュアプレミアム　オレンジジュース　720ml ¥430 ¥464 197 もぎ豆腐　　三之助　京がんも　３ヶ入 ¥270 ¥291

166 尾上りんご 津軽完熟りんごジュース　1000ml ¥547 ¥590 198 栃木屋 生姜入りがんもどき　３ヶ入 ¥314 ¥339

199 紀ノ国屋 生そば　（つゆ付）　２食入 ¥515 ¥556

200 紀ノ国屋 ラーメン　（塩／醤油／味噌）　２食入 ¥476 ¥514

201 紀ノ国屋 焼きそば　（塩／ソース）　２食入 ¥393 ¥424

167 紀ノ国屋 富士山朝霧高原 白たまご(6ヶ入/10ヶ入） 202 薬師庵 きつねうどん　550ｇ ¥550 ¥594

168 紀ノ国屋 富士山朝霧高原 赤たまご(6ヶ入/10ヶ入） 203 薬師庵 京風しっぽくうどん　480ｇ ¥550 ¥594

169 ＪＡ農協 放し飼いたまご　４ヶ入 204 笹沼五郎商店　　天狗納豆　２Ｐ ¥240 ¥259

170 黒富士農場　　リアルオーガニックたまご　10ヶ入 205 紀ノ国屋 十勝産大豆小粒納豆　２Ｐ ¥180 ¥194

171 黒富士農場　　リアルオーガニックたまご　６ヶ入 206 紀ノ国屋 十勝産大豆ひきわり納豆　２Ｐ ¥190 ¥205

172 黒富士農場　　甲州山麓放牧卵　６ヶ入 207 登喜和食品　　みちのく納豆　３Ｐ ¥240 ¥259

173 ＪＡ農協 温泉たまご　たまゆら　３ヶ入 208 千丸屋 引上げ湯葉　５枚入 ¥750 ¥810

209 千丸屋 生小巻ゆば　３本入 ¥1,150 ¥1,242

210 高水食品　　缶蒸しこんにゃく　380ｇ ¥240 ¥259

174 寺谷農園　　伝承しそ梅（塩分15％）　150ｇ ¥524 ¥565 211 高水食品　　しらたき　350ｇ ¥240 ¥259

175 寺谷農園　　甘しそ南高梅（塩分7％）　150ｇ ¥534 ¥576 212 聖食品 胡麻豆腐　４個入　200ｇ ¥276 ¥298

176 紀ノ国屋 本干したくあん(スライス)　100ｇ ¥380 ¥410

時価

時価

時価

時価

牛乳・ヨーグルト・生クリーム 漬物・煮豆

豆腐・納豆・こんにゃく

タマゴ

漬物・佃煮・煮豆
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213 紀ノ国屋 無添加ごはん　こしひかり　200ｇ ¥300 ¥324 250 紀ノ国屋 かつおだし　　96ｇ ¥915 ¥988

214 雲南農協　　出雲の国特栽仁多米パックごはん　150ｇ ¥250 ¥270 251 紀ノ国屋 あごだし　　7.3ｇ✕25袋入 ¥1,759 ¥1,899

215 雲南農協 仁多米レトルト赤飯　150ｇ ¥250 ¥270 252 紀ノ国屋 あごだし　　7.3ｇ✕12袋入 ¥915 ¥988

216 紀ノ国屋 白がゆ　(レトルト)　250ｇ ¥270 ¥291 253 味の兵四朗　　あご入り兵四朗だし　　９g✕30袋 ¥1,800 ¥1,944

217 永平寺 朝がゆ　(レトルト)　270ｇ ¥220 ¥237 254 味の兵四朗　　あご入り減塩だし　　９g✕25袋 ¥2,100 ¥2,268

218 紀ノ国屋 切りもち　(シングルパック)　500ｇ ¥950 ¥1,026 255 カドヤ 天然素材だしパック　36Ｐ ¥1,200 ¥1,296

219 紀ノ国屋 三輪そうめん 極細　　200ｇ ¥550 ¥594 256 カドヤ おいしいみそ汁一週間　20ｇ✕７袋 ¥600 ¥648

220 揖保の糸 手延そうめん　揖保の糸　300ｇ ¥680 ¥734 257 紀ノ国屋 十勝産あずき　300ｇ ¥598 ¥645

221 山本かじの　　国産の十割そば　200ｇ ¥500 ¥540 258 紀ノ国屋 だいず　300ｇ ¥350 ¥378

222 山本かじの　　国産 二八そば　200ｇ ¥480 ¥518 259 紀ノ国屋 金時豆　300ｇ ¥600 ¥648

223 紀ノ国屋 御そば　360ｇ ¥600 ¥648 260 萬藤 北海道はるさめ　200ｇ ¥380 ¥410

224 寛文五年堂　　いなにわ手綯うどん　200ｇ ¥600 ¥648 261 雲仙きのこ本舗　　養々麺　　127ｇ ¥350 ¥378

225 石丸製麺　　讃岐うどん　400ｇ ¥340 ¥367

226 ヤマモリ 名代 （そばつゆ/そうめんつゆ）　缶入 ¥145 ¥156

227 ヤマモリ 吟御前 （そばつゆ/そうめんつゆ）　400ｍｌ¥420 ¥453 262 九鬼産業 純ねりごま　黒・白　120ｇ ¥350 ¥378

228 にんべん つゆの素ゴールド(3倍濃縮)　500ｍｌ ¥548 ¥591 263 オニザキ オーガニックつきごま　黒・白　85ｇ ¥385 ¥415

229 ヒガシマル　　うどんスープ(粉末)　６Ｐ入 ¥140 ¥151 264 九鬼産業 ごましお　30ｇ ¥120 ¥129

265 イトウネン 佐賀の焼きのり　全型 ¥1,000 ¥1,080

230 森野 吉野本葛　100ｇ ¥600 ¥648 266 イトウネン 佐賀の焼きのり　８つ切　80枚入 ¥1,000 ¥1,080

231 酒悦 らっきょう（梅酢入り）　70ｇ ¥400 ¥432 267 イトウネン いその舞（きざみのり）　40ｇ ¥500 ¥540

232 酒悦 福神漬　120ｇ ¥220 ¥237 268 丸山海苔店　　焼きのり/味付けのり５枚入　10袋 ¥390 ¥421

233 内堀 やさいの酢漬け用合わせ酢　400ｍｌ ¥280 ¥302

234 萬藤 いりぬか　500ｇ ¥120 ¥129

235 三島食品　　ゆかり　26ｇ ¥130 ¥140 269 紀ノ国屋 一番摘み 掛川茶　100ｇ ¥2,000 ¥2,160

236 カドヤ 生パン粉　120ｇ ¥210 ¥226 270 紀ノ国屋 掛川茶　100ｇ ¥1,200 ¥1,296

237 紀ノ国屋 吟譲パン粉　200ｇ ¥250 ¥270 271 紀ノ国屋 煎茶ティーバッグ　スタンドパック　37ｇ ¥560 ¥604

238 昭和産業　　黄金天ぷら粉　450ｇ ¥298 ¥321 272 紀ノ国屋 煎茶ティーバッグ　缶入　25ｇ ¥700 ¥756

239 日清 バイオレット（薄力粉）　１ｋｇ ¥388 ¥419 273 紀ノ国屋 ほうじ茶ティーバッグ　スタンドパック　37ｇ ¥560 ¥604

240 紀ノ国屋 パンケーキミックス　450ｇ ¥499 ¥538 274 紀ノ国屋 ほうじ茶ティーバッグ　缶入　25ｇ ¥700 ¥756

241 カドヤ 片栗粉　280ｇ ¥137 ¥147 275 紀ノ国屋 抹茶入り玄米茶　スタンドパック　45ｇ ¥560 ¥604

242 紀ノ国屋 枕崎産　花かつお　100ｇ ¥740 ¥799 276 紀ノ国屋 抹茶入り玄米茶　缶入　30ｇ ¥700 ¥756

243 紀ノ国屋 枕崎産　花かつおソフトパック　20Ｐ ¥830 ¥896 277 紀ノ国屋 玉川西河内　煎茶　100ｇ ¥1,000 ¥1,080

244 紀ノ国屋 瀬戸内産かたくち煮干し　120ｇ ¥650 ¥702 278 紀ノ国屋 牧之原　煎茶　100ｇ ¥1,500 ¥1,620

245 紀ノ国屋 有機栽培切り干し大根　80ｇ ¥290 ¥313 279 葉桐 無農薬栽培　抹茶入り煎茶　100ｇ ¥700 ¥756

246 紀ノ国屋 乾しいたけどんこ（中玉）　80ｇ ¥1,870 ¥2,019 280 葉桐 無農薬栽培　抹茶入り玄米茶　100ｇ ¥582 ¥628

247 佐藤海草 岩手産刻みわかめ　20ｇ ¥500 ¥540 281 おさだ製茶　　有機栽培煎茶　いさがわ　80ｇ ¥1,000 ¥1,080

248 佐吉 南かやべ産　根こんぶだし　130ｇ ¥700 ¥756 282 吉泉園 奥八女煎茶　100ｇ ¥800 ¥864

249 味の素 毎日カルシウム　ほんだし　100ｇ ¥379 ¥409 283 一保堂
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抹茶・煎茶・ほうじ茶・玄米茶　各種

胡麻・海苔

乾物

日本茶

米・もち・麺・麺つゆ 乾物



284 カップ印 上白糖　１ｋｇ ¥284 ¥306 321 紀ノ国屋　　青しそ赤しそのノンオイルドレッシング 　280ml ¥598 ¥645

285 カップ印 グラニュー糖　１ｋｇ ¥340 ¥367 322 紀ノ国屋 胡麻ドレッシング　280ml ¥498 ¥537

286 カップ印 三温糖　１ｋｇ ¥350 ¥378 323 紀ノ国屋 和風フレンチドレッシング　220ml ¥450 ¥486

287 赤穂 天塩　700ｇ ¥290 ¥313 324 紀ノ国屋 柑橘フレンチドレッシング　280ml ¥498 ¥537

288 海の精 あらしお　赤ラベル　500ｇ ¥1,200 ¥1,296 325 紀ノ国屋 黒ごまドレッシング　250ml ¥498 ¥537

289 村山造酢 千鳥酢　300ml ¥450 ¥486 326 紀ノ国屋 万能旨辛だれ　250ml ¥399 ¥430

290 村山造酢 千鳥酢　900ml ¥650 ¥702

291 内堀 本造り米酢　360ml ¥500 ¥540 327 九鬼産業　　太白ごま油　340ｇ ¥620 ¥669

292 白扇 福来三年熟成　本みりん　500ml ¥850 ¥935 328 九鬼産業　　やましち純正ごま油　340ｇ ¥640 ¥691

293 ヒゲタ 本膳しょうゆ　360ml ¥440 ¥475 329 九鬼産業　　芳醇胡麻油　105ｇ ¥440 ¥475

294 ヒゲタ 本膳減塩しょうゆ　360ml ¥440 ¥475 330 日清製油　　キャノーラ油ヘルシーライト　900ｇ ¥610 ¥658

295 紀ノ国屋 信州こし味噌　300ｇ ¥450 ¥486 331 アルチェネロ　　エキストラバージンオリーブオイル　229ｇ ¥1,340 ¥1,447

296 長谷川味噌　　手造り　長谷川味噌　500ｇ ¥1,500 ¥1,620 332 ベルトリー エキストラバージンオリーブオイル　456ｇ ¥1,000 ¥1,080

297 キッコーマン　　特選有機しょうゆ　750ml ¥480 ¥518 333 イモーリ　　ラウデミオ　ＥＸバージンオリーブオイル　91ｇ ¥1,400 ¥1,512

298 小原久吉商店　　湯浅うすくちしょうゆ　300ml ¥600 ¥648

299 福泉 料理酒　350ml ¥200 ¥216 334
千葉産直

サービス
とろさば　水煮/みそ煮 各180ｇ ¥450 ¥486

300 大木代吉本店　　こんにちはの料理酒　720ml ¥950 ¥1,045 335 あけぼの 金線べにずわいがに 　125ｇ ¥1,200 ¥1,296

301 タカラ 本みりん　600ml ¥464 ¥510 336 はごろも シーチキンＬフレーク 一本釣り　140ｇ ¥402 ¥434

302 ブルドッグ　　特級ソース　ウスター/中濃/とんかつ　200ml ¥375 ¥405 337 紀ノ国屋 さばカレー煮　190ｇ ¥399 ¥430

303 デルモンテ　　有機トマトケチャップ　285ｇ ¥250 ¥270 338 あけぼの 帆立貝柱水煮缶　180ｇ ¥2,000 ¥2,160

304 エスビー 本生からし(チューブ)　43ｇ ¥190 ¥205 339 マルハニチロ　　あけぼの鮭水煮　180ｇ ¥450 ¥486

305 エスビー 名匠にっぽんの本わさび　33ｇ ¥240 ¥259 340 モンテベッロ　　ダイストマト　缶　280ｇ ¥180 ¥194

306 今半 極上しゃぶしゃぶごま　360ml ¥1,000 ¥1,080 341 モンテベッロ　　ホールトマト　缶　245ｇ ¥180 ¥194

307 今半 極上すき焼きわりした　360ml ¥1,000 ¥1,080 342 紀ノ国屋　　田村みかん缶　大粒　295ｇ ¥498 ¥537

308 オジカソース　　欧風ステーキソース　250ml ¥520 ¥561 343 ＳＳＫ こだわり果実　白桃　295ｇ ¥420 ¥453

309 チョーコー 長崎ポンス　200ml ¥830 ¥896 344 Ｓ＆Ｗ フルーツカクテル　420ｇ ¥370 ¥399

310 マギー マギーブイヨン　20ヶ入 ¥235 ¥253

311 味の素 コンソメ固形　21P ¥360 ¥388

312 丸成 皇膳房　中華スープ　130ｇ ¥450 ¥486

313 ヱスビー　　キッチンコショー　52ｇ ¥360 ¥388 345 紀ノ国屋 ロイヤルポークカレー　　200ｇ ¥500 ¥540

314 朝岡スパイス/マスコットフーズ≪各種香辛料ございます。≫ 346 紀ノ国屋 黒毛和牛カレー　　200ｇ ¥880 ¥950

347 紀ノ国屋 牛すじカレー　180ｇ ¥600 ¥648

315 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ　400ｇ ¥310 ¥334 348
資生堂

パーラー
レトルトカレー　ビーフ/野菜/チキン/ポーク 200ｇ ¥550 ¥594

316 キューピー　　マヨネーズ　450ｇ ¥350 ¥378 349 麻布十番 ビーフストロガノフ　190ｇ ¥698 ¥753

317 ベストフーズ　　瓶入りマヨネーズ ¥850 ¥918 350 麻布十番 ビーフカレー 200ｇ ¥550 ¥594

318 紀ノ国屋　　スペシャルドレッシング　190ml　(チルド) ¥654 ¥706 351 麻布十番 ビーフシチュー 200ｇ ¥726 ¥784

319 紀ノ国屋　　和風オニオンドレッシング　190ml　(チルド) ¥654 ¥706 352 サムラート チキンサグワラカレー 200ｇ ¥520 ¥561

320 紀ノ国屋 たまねぎドレッシング　280ml ¥498 ¥537 353 サムラート チキンチリカレー 200ｇ ¥520 ¥561

調味料 マヨネーズ・ドレッシング

調理油

缶詰

マヨネーズ・ドレッシング

カレー・シチュー 他
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354 チャヤマクロビ　野菜カレー/豆カレー　180ｇ ¥476 ¥514 385 アルチェネロ　　オーガニックスパゲッティ　500ｇ ¥400 ¥432

355 チャヤマクロビ　野菜カレー マイルド　200ｇ ¥457 ¥493 386 アルチェネロ　　オーガニックカットマカロニ　250ｇ ¥280 ¥302

356 紀ノ国屋 印度カレーの素（中辛）30ｇ ¥399 ¥430 387 アルチェネロ　　オーガニックペンネ　250ｇ ¥280 ¥302

357 Ｓ＆Ｂ　　ディナーカレールー（甘口/中辛/辛口） 97ｇ ¥308 ¥332 388 アルチェネロ　　有機カットトマト入りソース　500ｇ ¥550 ¥594

358 Ｓ＆Ｂ　　クリームシチュー・ビーフシチュールー　97ｇ ¥308 ¥332 389 アルチェネロ　有機カットトマト入りバジルソース　500ｇ ¥550 ¥594

359 コスモ　　直火焼カレールー（甘口/中辛/辛口）　170ｇ ¥380 ¥410 390 アルチェネロ　　粗ごしトマトピューレ　500ｇ ¥550 ¥594

360 コスモ　　クリームシチュー・ビーフシチュールー　150ｇ ¥380 ¥410 391 ディチェコ リングイーネ　NO.7 (12分茹で)　500g ¥328 ¥354

392 ディチェコ リングイーネ　ピッコレ　NO.8 (8分)　500g ¥328 ¥354

393 ディチェコ カッペリーニ　NO.9 (2分茹で)　500g ¥328 ¥354

361 紀ノ国屋 ２種の生姜のスープ　　６食入 ¥890 ¥961 394 ディチェコ スパゲッティーニ　NO.11 (9分茹で)　500g ¥328 ¥354

362 紀ノ国屋 ３種のお吸い物　　６食入 ¥1,000 ¥1,080 395 ディチェコ スパゲッティーニ　NO.12 (12分茹で)　500g ¥328 ¥354

396 タバスコ ピザトーストソース　6P　150g ¥210 ¥226

364 アスザック　　贅沢ゆばのお吸い物　4食入 ¥380 ¥410

365 MCC レトルトスープ各種　　160g ¥210 ¥226 397 ＪＡ富良野 北海道まるごとにんじん１００　900ｍｌ ¥448 ¥483

366 ハインツ 大人向けのスープ各種 ¥210 ¥226 398 紀ノ国屋 おろしりんごジュース　　180ｍｌ ¥299 ¥322

367 大市 すっぽんコンソメスープ　190ｇ ¥1,000 ¥1,080 399 紀ノ国屋 にんじんリンゴジュース　　180ｍｌ ¥299 ¥322

368 帝国ホテル　　コーンクリームスープ（粒入り）　150ｇ ¥450 ¥486 400 紀ノ国屋 ぶどうジュース　　180ｍｌ ¥299 ¥322

369 資生堂パーラー　　コンソメスープ　160ｇ ¥675 ¥729 401 紀ノ国屋 ラ・フランスジュース　　180ｍｌ ¥299 ¥322

370 資生堂パーラー　　コーンポタージュ　160ｇ ¥550 ¥594 402 紀ノ国屋 缶入 トマトジュース・無塩　190ｇ ¥130 ¥140

371 トーノー しじみスープ　　12g ¥150 ¥162 403 紀ノ国屋 缶入 ベジタブルジュース・無塩　190ｇ ¥100 ¥108

372 紀ノ国屋 オーガニックドリップオリジナルブレンド 75ｇ ¥500 ¥540 404 各種ミネラルウォーター　（1.5Ｌ・２Ｌ）　/　ケース販売

373 紀ノ国屋 カフェインレスコーヒー 中挽き　150ｇ ¥880 ¥950 405 各種ミネラルウォーター　（500ml）

374 紀ノ国屋 インディアンティーダージリン（リーフ）　80ｇ ¥750 ¥810 406 ハイピース　　加賀棒茶　330ml ¥120 ¥129

375 紀ノ国屋 アールグレイティー（リーフ）　80ｇ ¥750 ¥810 407 紀ノ国屋　　有機烏龍茶/緑茶/ダージリン紅茶　500ml ¥128 ¥138

376 紀ノ国屋 ダージリン ティーバッグ　10Ｐ ¥600 ¥648 408 菜香房 ル・カフェ　ジャスミン茶　500ml ¥140 ¥151

377 紀ノ国屋 アールグレイ ティーバッグ　10Ｐ ¥600 ¥648 409 大塚製薬  ポカリスエット　500ml ¥140 ¥151

378 トワイニング　　ティーバッグ　ザ・ベストファイブ　45ｇ ¥538 ¥581 410 大塚製薬  ポカリスエット　2000ml ¥320 ¥345

379 バンホーテン　　ピュアココア　100ｇ ¥430 ¥464 411 アサヒ 六条麦茶　660ml ¥140 ¥151

380 森永乳業 クリープスティック　15本 ¥248 ¥267 412 アサヒ 六条麦茶　2000ml ¥330 ¥356

381 ベギャンセ ペルーシュキューブ（ホワイト/ブラウン）250ｇ ¥550 ¥594 413 キリン 緑茶　生茶　300ml ¥115 ¥124

414 サントリー　　緑茶　伊右衛門　特茶　500ml ¥170 ¥183

415 サントリー　　黒烏龍茶　350ml ¥160 ¥172

382 バリラ パスタソース　各種　400ｇ ¥500 ¥540 416 紀ノ国屋　　有機烏龍茶/緑茶/ダージリン紅茶　500mlスパークリングウォーター　500ml ¥100 ¥108

388 バリラ スパゲッティ  No.05（1.7ｍｍ） 450g ¥298 ¥321

384 バリラ スパゲッティ  No.03（1.4ｍｍ） 450g ¥298 ¥321

ミネラルウォーター・飲料
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パスタ・パスタソース

コーヒー・紅茶　他

カレー・シチュー 他 パスタ・パスタソース

ジュース

スープ・味噌汁

363 天野フーズ

インスタントみそ汁

（きのこ/なめこ/しじみ/あさり/とうふ/

小松菜/白みそ/八丁味噌なす）

¥130 ¥140



417 紀ノ国屋 カスタードプリン　1個 ¥239 ¥258 452 浪花あられ 味ごころ　100g ¥400 ¥432

418 紀ノ国屋 とろける杏仁プリン　　１Ｐ ¥200 ¥216 453 金時米菓　　京美人　60ｇ ¥550 ¥594

419 紀ノ国屋　　清水白桃果肉入りゼリー　150ｇ珈琲ゼリー　1P ¥250 ¥270 454 飯島商店 みすず飴　260g ¥450 ¥486

420 紀ノ国屋　　清水白桃果肉入りゼリー　150ｇ ¥500 ¥540 455 山久 栗まんじゅう/胡桃かこい ¥125 ¥135

421 紀ノ国屋　　ニューピオーネ果肉入りゼリー　150ｇ ¥500 ¥540 456 茂助だんご しょうゆだんご　３本入 ¥474 ¥511

422 紀ノ国屋　　フルーツゼリー　清水白桃　90ｇ ¥300 ¥324 457 茂助だんご こしあん/つぶあん　各３本入 ¥528 ¥570

423 紀ノ国屋　　フルーツゼリー　中山金桃　90ｇ ¥300 ¥324

424 紀ノ国屋　　フルーツゼリー　ニューピオーネ　90ｇ ¥300 ¥324

425 紀ノ国屋　　フルーツゼリー　マスカット　90ｇ ¥300 ¥324 459 紀ノ国屋 カステラ　小　５切入　（蜂蜜/抹茶） ¥650 ¥702

426 紀ノ国屋　　黄金桃ゼリー　245g ¥380 ¥410 460 紀ノ国屋 カステラ　大　10切入　（蜂蜜/抹茶） ¥1,200 ¥1,296

427 紀ノ国屋　　甘夏ゼリー　245g ¥380 ¥410 461 紀ノ国屋 カステラ・キューブ　プレーン ¥310 ¥334

428 紀ノ国屋　　林檎ゼリー　245g ¥380 ¥410 462 紀ノ国屋 カステラ・キューブ　抹茶 ¥310 ¥334

429 紀ノ国屋　　ラ・フランスゼリー　245g ¥380 ¥410 463 紀ノ国屋 コーンポタージュせん　　90ｇ ¥380 ¥410

430 紀ノ国屋　　ミディトマトゼリー　245g ¥380 ¥410 464 紀ノ国屋 えび誉　　90ｇ ¥500 ¥540

431 紀ノ国屋　　パインアップルゼリー　245g ¥380 ¥410 465 紀ノ国屋 ミックスせん　　90ｇ ¥450 ¥486

432 あしきた農協　　デコポンゼリー　　130ｇ ¥220 ¥237 466 紀ノ国屋 ラー油せんべい　　90ｇ ¥369 ¥398

433 マリンフード　　北海道ホットケーキ　　360ｇ ¥368 ¥397 467 紀ノ国屋 うずらの卵　　３０個入 ¥930 ¥1,004

468 リンツ エキストラシン（ミルク/ダーク）　125ｇ ¥1,200 ¥1,296

469 リンツ エクセレンス　70%/85%/90%　カカオ ¥530 ¥572

470 ウィッタカー ミルクチョコレート　180g ¥700 ¥756

434 東洋ナッツ　　食塩無添加ミックスナッツ　85ｇ ¥350 ¥378 471 ウィッタカー アーモンドチョコレート　180g ¥700 ¥756

435 正栄食品　　厳選大粒プルーン種抜き　400ｇ ¥860 ¥928 472 トレファン カジュアルミックス　165g ¥550 ¥594

436 ＹＢＣ ルヴァンクラシカル　54枚入 ¥300 ¥324 473 トレファン チョコレート＆タフィ　500g ¥1,800 ¥1,944

437 伊藤軒 北の国ビスケット　20本入 ¥400 ¥432 474 正栄食品 しっとりおいしいイタリアの栗　　100ｇ ¥600 ¥648

438 のむら ミレービスケット　130ｇ ¥200 ¥216 475 ロマンス 塩べっこう飴　　120ｇ ¥170 ¥183

439 アイネット 二度塗りふ菓子 8本入 ¥300 ¥324 476 井関食品 石垣島の塩飴　110g ¥200 ¥216

440 竹屋 鉱泉せんべい　150g ¥250 ¥270 477 ソーキ プロポリスキャンディー　100g ¥600 ¥648

441 伊藤軒 どっかん （ポン菓子） 155g ¥300 ¥324 478 宮川製菓 飴職人　にっき飴　90g ¥200 ¥216

442 おいしさ発信工房　ジャムクラッカー　102ｇ ¥250 ¥270 479 宮川製菓 飴職人　はっか飴　90g ¥200 ¥216

443 西村　 エイセイボーロ　100g ¥150 ¥162 480 深川油脂工業　化学調味料無添加ポテトチップス 60g ¥150 ¥162

444 旭製菓 胡麻かりんとう　150g ¥330 ¥356 481 深川油脂工業　化学調味料無添加ポップコーン 65g ¥150 ¥162

445 旭製菓 酵母かりんとう　150g ¥330 ¥356 482 ソシオ工房　フラ印ポテトチップス（うす塩/のり塩）　160ｇ ¥268 ¥289

446 丸井スズキ 国産果実 巾着ミックスゼリー　200g ¥600 ¥648 483 岡本商店　　落花生殻付　180ｇ ¥872 ¥941

447 浪花屋製菓 柿の種　ピーナッツ入り　170ｇ ¥450 ¥486 484 小宮山製菓　あずみ野ミックス　16本 ¥300 ¥324

448 東あられ こんがり煎　サラダ　14袋 ¥350 ¥378

449 東あられ こんがり煎　しょうゆ　14袋 ¥350 ¥378

450 紀ノ国屋　 ぬれやき煎　16枚 ¥750 ¥810

451 伊藤軒 大泥棒 （かりんとう） 315g ¥500 ¥540
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デザート・ゼリー お菓子

お菓子

¥1,080458
村岡

総本舗

小城羊かん小型・混合

(本練/小倉/抹茶)８本入
¥1,000



485 紀ノ国屋 国産うなぎ蒲焼　90ｇ ¥3,280 ¥3,542 517 クリネックス　　システィ　トイレットペーパー（４ロール） ¥330 ¥363

486 フーズユー　　鰻ひつまぶし　220ｇ ¥1,650 ¥1,782 518 クリネックス トイレットペーパー ウルトラ (ダブル) 12ロール ¥680 ¥748

487 テーブルマーク　　国産小麦さぬきうどん　３食入 ¥300 ¥324 519 鎌倉古紙　　トイレットペーパー　シングル　150ｍ ¥85 ¥93

488 紀ノ国屋 広島県地御前産大粒かきフライ　８ヶ入 ¥900 ¥972 520 スコッティ　　カシミア　ティッシュペーパー ¥250 ¥275

489 紀ノ国屋 焼き餃子　10ヶ入 ¥800 ¥864 521 スコッティ　　カシミア　ティッシュペーパー　キューブ ¥180 ¥198

490 紀ノ国屋 水餃子　30ヶ入 ¥1,000 ¥1,080 522 ユニチャーム　　シルコット　リッチ仕立て ¥210 ¥231

491 マルハニチロ　　レストランえびフライ　10尾入　445ｇ ¥2,100 ¥2,268 523 東京サラヤ　　ヤシノミ洗剤（台所用）　500ml ¥398 ¥437

492 ノーブルハウス　　有機ミックスベジタブル　250ｇ ¥260 ¥280 524 東京サラヤ　　ヤシノミ洗剤（台所用詰替え）　1000ml ¥448 ¥492

493 紀ノ国屋 福井県大野産　さといも　400ｇ ¥680 ¥734 525 エコベール　　食器用洗剤（レモン/カモミール/Ｇフルーツ） ¥580 ¥638

494 紀ノ国屋　　兵庫県淡路産　たまねぎ（みじん切り）　300ｇ ¥443 ¥478 526 ＢＢＴ 緑の魔女　食器用洗剤　420ml ¥400 ¥440

495 紀ノ国屋 ロールキャベツ　４ヶ入 ¥680 ¥734 527 ＢＢＴ 緑の魔女　トイレ用洗剤　420ml ¥400 ¥440

496 ヤマトフーズ　　やまと芋　40ｇ✕４ ¥436 ¥470 528 花王 キッチンハイター　600ml ¥210 ¥231

497 マルハ シーフードミックス　300ｇ ¥800 ¥864 529 紀ノ国屋 スライドジッパーバッグ　Ｓ/Ｍ/Ｌ ¥200 ¥220

498 デリグランデ　　エビとチーズのグラタン　200ｇ ¥300 ¥324 530 旭化成 業務用サランラップ（大・30ｃｍ）　50ｍ ¥700 ¥770

499 デリグランデ　　ポテト&ベーコンのグラタン　200ｇ ¥300 ¥324 531 旭化成 業務用サランラップ（中・22ｃｍ）　50ｍ ¥530 ¥583

500 帝国ホテル　　シーフードマカロニグラタン　250ｇ ¥950 ¥1,026 532 旭化成 業務用サランラップ（小・15ｃｍ）　50ｍ ¥380 ¥418

501 たこ昌 しょうゆ味たこ焼き　10ヶ入 ¥672 ¥725 533 ニッパク アルミホイル（30ｃｍ）　250ｍ ¥490 ¥539

502 千房 お好み焼き　イカブタミックス　256ｇ ¥450 ¥486 534 ライオン リード　クッキンッグペーパー　40枚入 ¥400 ¥440

503 和泉屋 長崎ちゃんぽん　416ｇ ¥600 ¥648 535 サニグローブ　　シェフロール　超特厚　80枚 ¥580 ¥638

504 和泉屋 長崎皿うどん　387ｇ ¥600 ¥648 536 Ｐ＆Ｇ　　バウンティ　ペーパータオル　48カット ¥680 ¥748

505 三田屋 牛肉コロッケ　　320ｇ ¥520 ¥561 537 スコッティ　　キッチンタオル 3倍巻き　1R ¥178 ¥195

506 三田屋 和風ミンチカツ　　240ｇ ¥520 ¥561 538 マーナ おさかなスポンジ　各色 ¥230 ¥253

507 中札内村農協　そのままえだ豆　300ｇ ¥400 ¥432 539 日本リーバ　　ジフ　クリームクレンザー　270ml ¥260 ¥286

508 MCC ドライカレー/高菜ピラフ/チキンライス　270ｇ ¥273 ¥294 540 バトラー 歯ブラシ（柔らかめ/ふつう/固め） ¥300 ¥330

509 G-7食品システムズ　スマイルマッシュポテト　300ｇ ¥330 ¥356 541 垣谷繊維　　白雪ふきん　２枚入 ¥510 ¥561

510 三友フーズ ペラミーズ　パイシート　（150ｇ×2枚） ¥598 ¥645 542 やなぎ 国産やなぎ楊枝 ¥180 ¥198

511 紀ノ国屋 アイスクリーム　ミニカップ各種　100ml ¥300 ¥324 543 やなぎ 竹串　18ｃｍ ¥150 ¥165

512 シルヴァー アイスクリーム　各種　960ml ¥1,200 ¥1,296 544 大和物産　　日本の箸　元禄箸　15膳 ¥228 ¥250

513 ハーゲンダッツ　　アイスクリーム　ミニカップ各種　100ml ¥295 ¥318 545 ミヨシ 無添加泡のハンドソープ　350ml ¥450 ¥495

514 ゴディバ アイスクリーム　各種　125ml ¥400 ¥432 546 ミヨシ 無添加泡のハンドソープ　つめ替用　300ml ¥350 ¥385

515 牧成舎　　アイスもなか（バニラ/コーヒー/いちご） ¥350 ¥378 547 エコベール　　ランドリーリキッド　1500ml ¥1,400 ¥1,540

516 ナポリ クローネ　120ml ¥600 ¥648 548 エコベール　　デリケートウォッシュ　1000ml ¥1,500 ¥1,650

549 クレハ ダストマン　三角・丸　　20枚 ¥298 ¥327

550 イワタニ　　カセットガス　３本入 ¥648 ¥712

551 鎌倉市指定収集袋ＬＬ　（40Ｌ相当） ¥800 ¥880

552 鎌倉市指定収集袋Ｌ　（20Ｌ相当） ¥400 ¥440

553 鎌倉市指定収集袋Ｍ　（10Ｌ相当） ¥200 ¥220

554 鎌倉市指定収集袋Ｓ　（5Ｌ相当） ¥100 ¥110
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冷凍食品 雑貨



555 593 しいたけ

556 594 舞茸　ホワイト/ブラウン

557 595 ぶなしめじ

558 596 えのき茸

559 597 なめこ

560 598 エリンギ

561 599 大根　　　1/2上／1/2下／１本

562 600 白菜　　1/4／1/2／１個

563 601 白かぶ

564 602 春菊

565 603 水菜

566 604 長ねぎ　　１本/２～３本入

567 605 軟白ねぎ

568 606 万能ねぎ

569 607 ゆず

570 608 すだち

571 609 しょうが

572 610 ニラ

573 にんじん　１本/３本入 611 根切りもやし

574 612 チンゲン菜

575 613 わさび

576 614 フレッシュハーブ　各種

577

578

579 615 国産レモン　無添加　　２個入

580 616 パパイヤ

581 617 バナナ　１本/２～５本入

582 618 りんご　（フジ/ジョナゴールド/王林）

583 619 オレンジ

584 620 グレープフルーツ　（ピンク/ホワイト）

585 621 パイナップル　　1/2個／チャンク

586 622 アボカド　　１個/２個入

587 623 ブルーベリー

588 624 キウイフルーツ　　イエロー/グリーン

589 625 マスクメロン

590 626 カットフルーツ盛り合せ　各種

591 627  《その他・旬のフルーツ》

592

れんこん

男しゃく

カボチャ　1/4／1/2個

店頭価格

キャベツ　1/4／1/2／1個

カリフラワー

ブロッコリー

ピーマン

パプリカ　赤/黄/オレンジ

マッシュルーム　ホワイト/ブラウン

サニーレタス

レタス    1/2／1個

ミニトマト

セロリ　　１本/３本/１株

クレソン

大葉

みょうが

パセリ

かいわれ大根

ブロッコリースプラウト

メークイン

野菜

店頭価格

店頭価格

店頭価格

絹さや

ししとう

糸みつば

たまねぎ　１個/３個入

モロヘイヤ

ほうれん草

小松菜

いんげん

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

サラダ菜

トマト　　２個入/３個入

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

野菜

フルーツ

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

グリーンアスパラ

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

なす

にんにく

さつまいも

長いも

ごぼう　　　洗い／泥

店頭価格

店頭価格

店頭価格
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店頭価格

店頭価格

大和芋

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格

店頭価格



628 ¥1,150 ¥1,242 663 茨木屋　　ごぼう天　４本入 ¥400 ¥432

629 ¥980 ¥1,058 664 茨木屋　　いか天　４枚 ¥230 ¥248

630 ¥1,400 ¥1,512 665 ¥480 ¥518

631 ¥1,600 ¥1,728 666 ¥480 ¥518

632 ¥1,600 ¥1,728 667 ¥480 ¥518

633 ¥1,050 ¥1,134 668 大寅 手ちぎり天　200ｇ ¥400 ¥432

634 ¥600 ¥648 669 神茂　　焼ちくわ　２本入 ¥350 ¥378

635 ¥400 ¥432 670 嘉平屋　　浮舟はんぺん　１枚 ¥300 ¥324

636 ¥230 ¥248 671 山上蒲鉾　　いわしつみれ　10個 ¥198 ¥213

637 ¥280 ¥302 672 瀬間商店　　ちくわぶ　２本 ¥168 ¥181

638 ¥450 ¥486 673 かごせい　　僅少かまぼこ　170ｇ ¥650 ¥702

639 674 鈴廣　　切れてる板わさ　１本 ¥500 ¥540

640 ¥230 ¥248 675 島根大社食品　　あご入り野焼　４本入 ¥310 ¥334

641 ¥170 ¥183 676 角蒲　　出雲風おでん　８５０ｇ ¥628 ¥678

642 ¥250 ¥270 677 大崎水産　　フィッシュスティック　８本 ¥350 ¥378

¥230 ¥248 678 ヤマナシヤ　　厚焼玉子　ハーフ ¥330 ¥356

¥170 ¥183 679 紀ノ国屋　　塩蔵わかめ　100ｇ ¥600 ¥648

¥250 ¥270 680 きむらや　　味付岩もずく　120ｇ ¥380 ¥410

644 ¥270 ¥291 681 マルダイ長沼　　めかぶ　40ｇ✕３Ｐ ¥200 ¥216

645 ¥253 ¥273 682 高政　　笹かまぼこ　吉次　60ｇ ¥170 ¥183

646 ¥158 ¥170 683 高政　　笹かまぼこ　石持　60ｇ ¥150 ¥162

647 ¥123 ¥132 684 高政　　笹かまぼこ　チーズ　60ｇ ¥150 ¥162

648 ¥450 ¥486 685 アラタマ 料亭茶わんむし　220ｇ ¥220 ¥237

649 ¥308 ¥332 686 貝新 しそ昆布　70ｇ ¥250 ¥270

687 貝新 細切り昆布　70ｇ ¥220 ¥237

650 688 京くらま林 ちりめん山椒　40ｇ ¥500 ¥540

651 689 京くらま林 葉唐辛子　67ｇ ¥350 ¥378

690 京くらま林 葉かさびしいたけ　カップ　70ｇ ¥350 ¥378

652 691 京くらま林 ふきしぐれ　78ｇ ¥400 ¥432

653 692 京くらま林 椎茸こんぶ　67ｇ ¥450 ¥486

654 693 京くらま林 実山椒　45ｇ ¥500 ¥540

655 694 佃食品 磯くるみ　80ｇ ¥400 ¥432

656 695 佃食品 川海老　80ｇ ¥370 ¥399

657 696 佃食品 あみ　70ｇ ¥280 ¥302

658 697 佃食品 魚の花　70ｇ ¥410 ¥442

660 698 誠味 松福(松茸昆布)　175ｇ ¥1,400 ¥1,512

661 699 誠味 汐吹細切　42ｇ ¥268 ¥289

662 ¥1,100 ¥1,188 700 誠味 汐吹角切　50ｇ ¥300 ¥324

店頭価格

店頭価格

店頭価格

あじ干物　(中)　　2枚入

富強食品　　餃子皮　(大)　20枚

富強食品　　餃子皮　(小)　24枚

    《その他 さしみ各種ご要望に応じてご調整いたします。》

店頭価格

店頭価格

店頭価格

金目鯛切身

643

南部鶏　挽肉　(モモ)　100ｇあたり

南部鶏　挽肉　(ムネ)　100ｇあたり

南部鶏　モモ肉　100ｇあたり

南部鶏　ムネ肉　100ｇあたり

栃木県産　ロイヤルポークモモ　100ｇあたり

栃木県産　ロイヤルポークバラ　100ｇあたり

隆祥房　　春捲皮　10枚

甘塩たらこ　(国産)　1パック　(100ｇ)
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しじみ　1パック

紅塩さけ　(甘口/辛口) 店頭価格

しらす干　1パック

ちりめんじゃこ　1パック

アマタケ　サラダチキン　(プレーン・ハーブ・たまり)　110ｇ

店頭価格

店頭価格

精肉 練り物・佃煮

魚介類・練り物

国産　黒毛和牛　牛モモ　100ｇあたり

銀だら西京漬　１枚

国産　黒毛和牛　牛モモ　100ｇあたり

南部鶏　ササミ　100ｇあたり

国産　黒毛和牛ランプステーキ　100ｇあたり

ひき肉　（牛・豚・合挽）　100ｇあたり

栃木県産　ロイヤルポークヒレ　100ｇあたり

店頭価格

生ホタテ

あさり　1パック

真鯛さしみ

あきた北央農協　　比内地鶏スープ　300ｇ

日本スープ　　丸どりだし　260ｇ

本鮪さしみ 店頭価格

岡山はせい　さつま揚げ　ごぼう天　2枚入

岡山はせい　さつま揚げ　たまねぎ天　2枚入

岡山はせい　さつま揚げ　プリプリちぎり天　2枚入

南部鶏　挽肉　(ササミ)　100ｇあたり

店頭価格

国産　黒毛和牛切り落とし　100ｇあたり

国産　牛焼肉用（味付）　100ｇあたり

栃木県産　ロイヤルポークロース　100ｇあたり

国産　黒毛和牛　すきやき用　肩　100ｇあたり

国産　黒毛和牛しゃぶしゃぶ用　肩ロース　100ｇあたり


