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カテゴリ サブカテゴリ 商品名 本体価格（税抜） 販売価格（税込） 冷蔵・冷凍 備考
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 ゆめちから100％ 1kg 431 465 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 ゆめちから100％ 2.5kg 970 1048 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 ゆめちから100％ 5kg 1,724 1862 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 はるゆたか100％ 1kg  679 733 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 はるゆたか100％ 2.5kg  1,528 1650 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 はるゆたか100％ 5kg  2,717 2934 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 春のいぶき（春よ恋100％）1kg 564 609 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 春のいぶき（春よ恋100％）2.5kg 1,268 1369 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【江別製粉】北海道産 強⼒⼩⻨粉 春のいぶき（春よ恋100％）5kg 2,255 2435 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ 【⽇清製粉】最強⼒⼩⻨粉スーパーキング 1kg 401 433 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⽇清製粉】最強⼒⼩⻨粉スーパーキング 2.5kg 901 973 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⽇清製粉】最強⼒⼩⻨粉スーパーキング 5kg 1,603 1731 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⿃越製粉】強⼒⼩⻨粉 うたまろ 1kg 362 391 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⿃越製粉】強⼒⼩⻨粉 うたまろ 2.5kg 814 879 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⿃越製粉】強⼒⼩⻨粉 うたまろ 5kg 1,447 1563 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⿃越製粉】準強⼒⼩⻨粉（中⼒粉）フランス 1kg 347 375 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⿃越製粉】準強⼒⼩⻨粉（中⼒粉）フランス 2.5kg 780 842 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 【⿃越製粉】準強⼒⼩⻨粉（中⼒粉）フランス 5kg 1,386 1497 カナダ・アメリカ産
粉類 パン⽤ 準強⼒⼩⻨粉（中⼒粉）リスドォル 800g 550 594 ㈱パイオニア企画
粉類 パン⽤ モルトパウダー（⻨芽粉末）20g 170 184 ㈱パイオニア企画
粉類 パン⽤ 北海道産 全粒粉 500g 450 486 ⽇本（北海道）産
粉類 パン⽤ ライ⻨細挽全粒粉 アーレファイン 500g 416 449 ドイツ産
粉類 パン⽤ GABAN タピオカスターチ 200g 210 227 タイ産
粉類 パン⽤ GABAN タピオカスターチ 1kg 762 823 タイ産
粉類 パン⽤ ポレンタ・ベルガマスカ（⻩） 500g 504 544 イタリア産
粉類 お菓⼦⽤ 【江別製粉】北海道産 薄⼒⼩⻨粉 ドルチェ 1kg 484 523 ⽇本（北海道）産
粉類 お菓⼦⽤ 【江別製粉】北海道産 薄⼒⼩⻨粉 ドルチェ 2.5kg 1,089 1176 ⽇本（北海道）産
粉類 お菓⼦⽤ 【江別製粉】北海道産 薄⼒⼩⻨粉 ドルチェ 5kg 1,935 2090 ⽇本（北海道）産
粉類 お菓⼦⽤ 【⽇清製粉】薄⼒⼩⻨粉 スーパーバイオレット 1kg 380 410 アメリカ産
粉類 お菓⼦⽤ 【⽇清製粉】薄⼒⼩⻨粉 スーパーバイオレット 2.5kg 854 922 アメリカ産
粉類 お菓⼦⽤ 【⽇清製粉】薄⼒⼩⻨粉 スーパーバイオレット 5kg 1,519 1641 アメリカ産
粉類 お菓⼦⽤ 【⽇清製粉】フランス産 薄⼒⼩⻨粉 エクリチュール 1kg 584 631 フランス産
粉類 お菓⼦⽤ 【⽇清製粉】フランス産 薄⼒⼩⻨粉 エクリチュール 2.5kg 1,315 1420 フランス産
粉類 お菓⼦⽤ 【⽇清製粉】フランス産 薄⼒⼩⻨粉 エクリチュール 5kg 2,338 2525 フランス産
粉類 お菓⼦⽤ 淡路製粉 しあわせ⽶粉 240g 296 320 うるち⽶（秋⽥県産あきたこまち）
粉類 お菓⼦⽤ コーンスターチ100g 106 114 コーンスターチ(アメリカ産トウモロコシ使⽤)
粉類 お菓⼦⽤ コーンスターチ500g 211 228 コーンスターチ(アメリカ産トウモロコシ使⽤)
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天然酵⺟・イースト・塩 イースト SAFインスタントドライイースト(⾚ラベル） 125g 486 525 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 イースト SAFインスタントドライイースト(⾚ラベル） 500g 931 1005 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 イースト SAFインスタントドライイースト(⾦ラベル） 125g 495 535 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 イースト SAFインスタントドライイースト(⾦ラベル） 500g 991 1070 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 イースト サフセミドライイースト ゴールド 400g  608 657 冷凍 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 イースト サフセミドライイースト レッド 400g  608 657 冷凍 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 イースト B.B.J 500g 1,400 1512 夏季冷蔵 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 天然酵⺟ リヴェンド LV１ サフルヴァン 10g 940 1015 冷凍 フランス産
天然酵⺟・イースト・塩 天然酵⺟ ホシノ天然酵⺟パン種 50g 259 280 冷蔵 ⽇本産
天然酵⺟・イースト・塩 天然酵⺟ ホシノ天然酵⺟パン種 250g(50g×5袋） 1,088 1175 冷蔵 ⽇本産
天然酵⺟・イースト・塩 天然酵⺟ ⽩神こだま酵⺟ドライG(ホームベーカリー対応)5g×8袋 780 842 ⽇本産
天然酵⺟・イースト・塩 フランスの塩 セル マランドゲランド（ゲランド産の塩 顆粒） 1kg  1,121 1211 フランス産
砂糖 基本の砂糖 三井製糖 グラニュー糖GH(2)1kg 403 435 ⽇本産
砂糖 基本の砂糖 ⼤東製糖 喜美良（さとうきびのお砂糖） 1kg 523 565 ⽇本（⿅児島県奄美諸島）産
砂糖 基本の砂糖 上野砂糖 焚⿊糖 粉状加⼯⿊糖 500g 463 500 ⽇本産
砂糖 基本の砂糖 TREHA (トレハ) 500g 450 486 ⽇本産
砂糖 基本の砂糖 TREHA（トレハ） 2kg 1,306 1410 ⽇本産
砂糖 基本の砂糖 ラ・ペルーシュ カソナード200g 280 302 フランス産
砂糖 基本の砂糖 ラ・ペルーシュ カソナード750g 848 916 フランス産
砂糖 基本の砂糖 ＱＢＧメープルシュガー 200g 1,112 1201 カナダ産
砂糖 基本の砂糖 ＱＢＧメープルシュガー 2kg 10,296 11,120 カナダ産
砂糖 基本の砂糖 ワッフルシュガー 200g 176 190 原料原産地：オーストラリア・タイ・キューバ・⽇本他
砂糖 基本の砂糖 ワッフルシュガー 1kg 639 690 原料原産地：オーストラリア・タイ・キューバ・⽇本他
砂糖 粉砂糖 ⽇新製糖 オリゴ糖⼊り粉糖ＮＺ-3Ｓ 3kg 1,143 1234 ⽇本産
砂糖 粉砂糖 正栄⾷品⼯業  粉糖（コーンスターチ⼊り） 500g 301 325 ⽇本産
砂糖 粉砂糖 正栄⾷品⼯業  粉糖 （コーンスターチ⼊り）4kg 2,028 2190 ⽇本産
砂糖 粉砂糖 マルグリット プードルデコール 100g 230 248 ドイツ産 泣かない粉糖
砂糖 粉砂糖 マルグリット プードルデコール 1kg 1,935 2090 ドイツ産 泣かない粉糖
砂糖 はちみつ・シロップ類 ツクバ キャラメルミルク 300g 500 540 ⽇本産
砂糖 はちみつ・シロップ類 ケベック メープルシロップ グレードＡダーク（ロバストテイスト） 1.2kg 4,515 4876 カナダ
砂糖 はちみつ・シロップ類 カラメルタブレット200g(約66〜67粒) 495 535 夏季冷蔵 1粒直径約2.2cm
砂糖 はちみつ・シロップ類 サナス べんり⽔あめ 200g 265 286 ⽇本産
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油脂・乳製品 バター よつ葉フレッシュバター(無塩)450g ※お⼀⼈様2個まで 829 895 冷蔵⼜は冷凍
油脂・乳製品 バター よつ葉フレッシュバター(有塩)450g ※お⼀⼈様1個まで 821 887 冷蔵⼜は冷凍
油脂・乳製品 バター よつ葉醗酵バター(無塩)450g ※お⼀⼈様2個まで 925 999 冷蔵⼜は冷凍
油脂・乳製品 バター カルピス(株)バター（無塩）450g ※お⼀⼈様3個まで 1,034 1117 冷蔵⼜は冷凍
油脂・乳製品 バター カルピス(株)バター（有塩）450g ※お⼀⼈様3個まで 1,028 1110 冷蔵⼜は冷凍
油脂・乳製品 バター カルピス(株)発酵バター（無塩）450g ※お⼀⼈様3個まで 1,083 1170 冷蔵⼜は冷凍
油脂・乳製品 ショートニング フレッシュプレスショートニング 500g 1,251 1351 冷蔵 トランスファットフリー
油脂・乳製品 ショートニング フレッシュプレスショートニング 1,500g 2,803 3027 冷蔵 トランスファットフリー
油脂・乳製品 オイル カーレックス・スプレーオイル 600g 1,141 1232 オランダ産
油脂・乳製品 オイル 製菓⽤太⽩胡⿇油 200g 480 518 ⽇本産、⽵本油脂㈱
油脂・乳製品 オイル 製菓⽤太⽩胡⿇油 1650g 2,458 2655 ⽇本産、⽵本油脂㈱
油脂・乳製品 オイル 製菓･製パン⽤こめ油 P＆Bオイル 1,500g 1,200 1,296 ⽇本産  、築野⾷品⼯業㈱
油脂・乳製品 チーズ クラフト フィラデルフィア北海道クリームチーズ 1kg 1,946 2102 冷蔵 ⽇本産
油脂・乳製品 チーズ キリ クリームチーズ 1kg 2,296 2480 冷蔵 フランス産
油脂・乳製品 チーズ クラフト フィラデルフィア クリームチーズ 2kg 4,267 4608 冷蔵 ⽇本産（アメリカクラフト社）
油脂・乳製品 チーズ 中沢 オーストラリア クリームチーズ 2kg 2,991 3230 冷蔵 取寄商品/オーストラリア産
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 オーム乳業 ピュア 35％ 1L 1,602 1730 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 オーム乳業 ピュア 42％ 1L 1,936 2091 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 オーム乳業 北海道純⽣ 40％ 1L 1,554 1678 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 オーム乳業 北海道純⽣ 47％ 1L 1,735 1874 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 オーム乳業 ピュア 48％ 1L 2,121 2291 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 オーム乳業 ブレンドホイップ38 1L 1,111 1200 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 レジェール20 1L 1,104 1192 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 中沢乳業 フレッシュクリーム36％ 200ml 400 432 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 中沢乳業 フレッシュクリーム45％ 200ml 450 486 冷蔵 取寄商品
油脂・乳製品 ⽣クリーム・クリーム類 ⽇世 フローズンホイップS 1000ml 514 555 冷凍
油脂・乳製品 その他乳製品 よつ葉スキムミルク（脱脂粉乳） 200g 373 403
油脂・乳製品 その他乳製品 カスタードクリームパウダー 100g 530 572 ㈱パイオニア企画
油脂・乳製品 その他乳製品 乾燥卵⽩ 100g 720 778 ㈱パイオニア企画
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チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール ミルクフレーク（カカオ分34％） 250g 644 696 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール ミルクフレーク（カカオ分34％） 1kg 1,897 2049 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール スイートフレーク（カカオ分58％）250g 600 648 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール スイートフレーク（カカオ分58％） 1kg 1,771 1913 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール ビタースイートフレーク（カカオ分65％） 250g 644 696 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール ビタースイートフレーク（カカオ分65％） 1kg 1,897 2049 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール ホワイトフレーク 250g 644 696 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 クーベルチュール ホワイトフレーク 1kg 1,897 2049 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 チョコチップスイート045 200g 449 485 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 チョコチップスイート045 500g 1,047 1131 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 パンチップミルク３００ 200g 443 478 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア 国内⽣産品 パンチップミルク３００ 500g 1,033 1116 夏季冷蔵 不⼆製油㈱

国内⽣産品 ダイスチョコＺＫ200g 454 490 季節商品 不⼆製油㈱
国内⽣産品 ダイスチョコＺＫ  1kg 2,016 2177 季節商品 不⼆製油㈱
イルカ ｲﾙｶﾋﾟｽﾄｰﾙ ノベルビター(スイート)ｺｰﾃｨﾝｸﾞ⽤ 200g 605 653 季節商品 イタリア産
イルカ ｲﾙｶﾋﾟｽﾄｰﾙ ノベルビアンコ(ホワイト)ｺｰﾃｨﾝｸﾞ⽤  200g 648 700 季節商品 イタリア産

チョコレート・ココア カカオバリー カカオバリー ピュルテ ピストール ラクテ （カカオ分38％）1kg 3,180 3434 夏季冷蔵 フランス産
チョコレート・ココア カカオバリー カカオバリー ピストール ミ・アメール （カカオ分58％）1kg 3,000 3240 夏季冷蔵 フランス産
チョコレート・ココア カカオバリー カカオバリー ピュルテ ピストール エキストラビター （カカオ分64％）1kg 3,270 3532 夏季冷蔵 フランス産
チョコレート・ココア カカオバリー カカオバリー ピュルテ ピストール エクセランス（カカオ分55％） 1kg 3,150 3402 夏季冷蔵 フランス産
チョコレート・ココア ヴァローナ ヴァローナ フェーブ グアナラ（カカオ分70％） 1kg 5,190 5605 夏季冷蔵 取寄商品/フランス産
チョコレート・ココア ヴァローナ ヴァローナ フェーブ カライブ（カカオ分66％） 1kg 5,556 6000 夏季冷蔵 取寄商品/フランス産
チョコレート・ココア ヴァローナ ヴァローナ フェーブ エキストラビター（カカオ分61％） 1kg 4,773 5155 夏季冷蔵 取寄商品/フランス産
チョコレート・ココア ヴァローナ ヴァローナ フェーブ カラク（カカオ分56％）1kg 4,509 4870 夏季冷蔵 取寄商品/フランス産
チョコレート・ココア ヴァローナ ヴァローナ フェーブ ジヴァラ・ラクテ（カカオ分40%） 1kg 4,514 4875 夏季冷蔵 取寄商品/フランス産
チョコレート・ココア デコレーション チョコプレート（メッセージシート付）1枚 116 125 夏季冷蔵 楕円サイズ幅84×⾼さ35mm
チョコレート・ココア デコレーション チョコプレート（メッセージシート付）60枚 5,966 6443 夏季冷蔵 楕円サイズ幅84×⾼さ35mm
チョコレート・ココア デコレーション チョコペンブラック（速乾タイプ）10g 110 119 夏季冷蔵 ㈱パイオニア企画
チョコレート・ココア デコレーション チョコペンホワイト（速乾タイプ）10g 110 119 夏季冷蔵 ㈱パイオニア企画
チョコレート・ココア ココアパウダー・他 バンホーテン ココア 100g 208 225 夏季冷蔵 オランダ産
チョコレート・ココア ココアパウダー・他 バンホーテン ココア 200g 395 427 夏季冷蔵 オランダ産
チョコレート・ココア ココアパウダー・他 バンホーテン ココア 500g 884 955 夏季冷蔵 オランダ産
チョコレート・ココア ココアパウダー・他 ココアパウダー ブラック 40g 250 270 夏季冷蔵 ㈱パイオニア企画
チョコレート・ココア ココアパウダー・他 カカオマスフレーク 500g 874 944 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
チョコレート・ココア ココアパウダー・他 ココアバターフレーク 500g 1,185 1280 夏季冷蔵 不⼆製油㈱
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ナッツ アーモンド アーモンドプードル 100g 313 338 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンドプードル 500g 1,200 1296 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンドプードル 1ｋｇ  2,250 2430 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド（ダイス） 1/8カット 100g 308 333 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド（ダイス）1/8カット 500g 1,180 1274 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド（スライス） 70g 198 214 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド（スライス） 500g 1,085 1172 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド(スライス) 1ｋｇ  2,034 2197 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド（ホール） 100g 263 284 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド（ホール） 500g 1,008 1089 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ アーモンド アーモンド(ホール) 1ｋｇ  1,890 2041 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ナッツ クルミ ＵＳ産クルミ LHP 150g 345 373 冷蔵
ナッツ クルミ ＵＳ産クルミ LＨP 500g 969 1047 冷蔵
ナッツ クルミ ＵＳ産クルミＬＨＰ 1kg 1,824 1970 冷蔵
ナッツ その他ナッツ ココナッツファイン 50g 74 80 夏季冷蔵 フィリピン産
ナッツ その他ナッツ ココナッツファイン 150g 200 216 夏季冷蔵 フィリピン産
ナッツ その他ナッツ パンプキンシード (⽣） 100g 252 272 夏季冷蔵 中国産
ナッツ その他ナッツ ヘーゼルナッツプードル 100g 320 346 夏季冷蔵 トルコ産
ナッツ その他ナッツ ヘーゼルナッツプードル 500g 1,361 1470 夏季冷蔵 トルコ産
ナッツ その他ナッツ ヘーゼルナッツ (⽣） 100g 311 336 夏季冷蔵 トルコ産
ナッツ その他ナッツ ヘーゼルナッツ (⽣） 500g 1,284 1387 夏季冷蔵 トルコ産
ナッツ その他ナッツ ピーカンナッツ(⽣） 100g 496 536 夏季冷蔵 アメリカ/オーストラリア 産
ナッツ その他ナッツ カシューナッツ （⽣） 100g 326 352 夏季冷蔵 インド産
ナッツ その他ナッツ マカダミア ナッツ （⽣）100g 585 632 夏季冷蔵 マラウイ産
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カテゴリ サブカテゴリ 商品名 本体価格（税抜） 販売価格（税込） 冷蔵・冷凍 備考
ジャム・フルーツ加⼯ レーズン カリフォルニア レーズン 200g 208 225 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ジャム・フルーツ加⼯ レーズン カリフォルニア レーズン 500g 440 475 夏季冷蔵 アメリカ カリフォルニア産 
ジャム・フルーツ加⼯ レーズン オーガニックレーズン 200g 240 259 夏季冷蔵 アルゼンチン産
ジャム・フルーツ加⼯ レーズン オーガニックレーズン 500g 500 540 夏季冷蔵 アルゼンチン産
ジャム・フルーツ加⼯ レーズン サルタナレーズン 200g 220 238 夏季冷蔵 トルコ産/オイルコートあり
ジャム・フルーツ加⼯ レーズン サルタナレーズン 500g 460 497 夏季冷蔵 トルコ産/オイルコートあり
ジャム・フルーツ加⼯ ドライフルーツ ドライクランベリー（ソフトモイスト）  200g 440 475 夏季冷蔵 アメリカ産/オイルコートあり
ジャム・フルーツ加⼯ ドライフルーツ ⽩いちじく（ドライフィグ） 200g 500 540 夏季冷蔵 トルコ産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ 栗⽢露煮渋付 10粒⼊ 797 861 冷蔵 韓国産  ※季節商品
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ ドレンチェリー⾚ 50g 195 211 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ ドレンチェリー⾚ 400g 1,226 1324 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ クリスタルアンゼリカ 1本 200 216 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ クリスタルアンゼリカ 400g 1,486 1605 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ うめはら ミックスフルーツA 200g 509 550 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ うめはら ミックスフルーツA 1kg 1,820 1966 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ うめはら オレンジカット5mmA  200g 488 527 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ うめはら オレンジカット5mmA 1kg 1,743 1882 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ うめはら レモンカット5mmA 200g 518 559 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ 砂糖漬フルーツ うめはら レモンカット5mmA 1kg 1,851 1999 夏季冷蔵 ⽇本産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 ダークスイートチェリー425g（固形量235g） 375 405 アメリカ産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 ゴールドリーフ ⻩桃ハーフ 825g（固形量480g） 448 484 南アフリカ共和国産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 ゴールドリーフ洋梨２ツ割（ヘビー）825g(固形量440g） 518 559 南アフリカ共和国産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 サバトン マロンクリーム 1kg 1,620 1750 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 サバトン マロンペースト   240g 870 940 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 サバトン マロンペースト 1kg 2,340 2527 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 サバトン マロンピューレ   435g 855 923 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 サバトン マロンピューレ 870g 1,319 1425 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ ⽸詰 AYAM(アヤム)ココナッツミルク 400ml 600 648 マレーシア産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ハーダースIQFカットフルーツ マンゴーチャンク 300g 390 421 冷凍 メキシコ産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ 冷凍ストロベリーホール 1kg 1,045 1129 冷凍 アメリカ産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ 冷凍ブルーベリーホール 1kg 1,124 1214 冷凍 アメリカ/カナダ 産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ボワロン ホール フランボワーズ（野いちご・ラズベリー） 500g 2,385 2576 冷凍 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ボワロン ホール グロゼイユ（⾚すぐり）1kg 1,680 1814 冷凍 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ボワロン ホール グリオット（さくらんぼ）1kg 1,735 1874 冷凍 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ボワロン ホール カシス（⿊すぐり） 1kg 2,025 2187 冷凍 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ボワロン ピューレ フランボワーズ（野いちご・ラズベリー） 1kg 3,420 3694 冷凍 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ボワロン ピューレ フレーズ（いちご） 1kg 1,875 2025 冷凍 フランス産
ジャム・フルーツ加⼯ 冷凍フルーツ ボワロン ピューレ マンゴー 1kg 2,610 2819 冷凍 フランス産



キッチンガーデン商品リスト 更新⽇：2023/05/10

7 / 9

カテゴリ サブカテゴリ 商品名 本体価格（税抜） 販売価格（税込） 冷蔵・冷凍 備考
冷凍⾷品 冷凍フルーツ かぼちゃペースト 500g 833 900 冷凍 国産及びニュージーランド産
冷凍⾷品 冷凍フルーツ 紫さつまいもペースト 1kg 1,455 1571 冷凍 ⽇本産
添加物 膨張剤・添加物 愛国ベーキングパウダー⾚（アルミ不使⽤） 100g 280 302 ㈱アイコク
添加物 膨張剤・添加物 タンサン（重曹）（ベーキングソーダ） 20g×2包 120 130 ㈱パイオニア企画
添加物 膨張剤・添加物 ペクチン 10g（5g×2袋） 180 194 ㈱パイオニア企画
添加物 膨張剤・添加物 ⾷⽤粉末⾊素(天然着⾊料使⽤) ⾚ 5g 250 270 ㈱パイオニア企画
添加物 膨張剤・添加物 ⾷⽤粉末⾊素(天然着⾊料使⽤) 緑 5g 250 270 ㈱パイオニア企画
添加物 膨張剤・添加物 ⾷⽤粉末⾊素(天然着⾊料使⽤) ⻘ 5g 300 324 ㈱パイオニア企画
添加物 膨張剤・添加物 ⾷⽤粉末⾊素(天然着⾊料使⽤) 紫 5g 300 324 ㈱パイオニア企画
⾹料・⾹⾟料 エッセンスオイル バニラエッセンス(エキストラクト)  5ml 490 529 ㈱パイオニア企画
⾹料・⾹⾟料 エッセンスオイル ナリヅカ バニラエッセンス 30ml 360 389
⾹料・⾹⾟料 エッセンスオイル ナリヅカ バニラオイル 30ml 420 454
⾹料・⾹⾟料 シナモン類 桂⽪末（シナモンパウダー）50g 225 243 中国産
⾹料・⾹⾟料 シナモン類 桂⽪末（シナモンパウダー）500g 2,100 2268 中国産
リキュール エッセンスオイル シャイベル キルシュワッサー50％ 100ml 900 990 ドイツ産
リキュール 酒類 ネグリタ ラム 37％ 50ml 350 385 フランス産
リキュール 酒類 コアントロー  40％ 50ml 283 311 フランス産
リキュール 酒類 グラン マルニエ コルドン ルージュ 40％  50ml 380 418 フランス産
リキュール 酒類 ドーバー ラム 45°100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー ラム・ホワイト 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー ブランデー Ｖ．Ｓ．Ｏ． 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー ホワイト・キュラソー 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー オレンジ・キュラソー 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー キルシュワッサー 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー マラスキーノ 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー ティーリキュール(紅茶) 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー チェリー・ブランデー 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー アプリコット・ブランデー 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー クレーム・ド・モカ(コーヒー) 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー ストロベリー・リキュール 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー メロン・リキュール 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー クレーム・ド・ミント 100ml 340 374 ⽇本産
リキュール 酒類 ドーバー グリーンティーリキュール(⽟露) 100ml 340 374 ⽇本産
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和菓⼦材料 あんこ ⼤納⾔かのこ⾖ 200g 313 338 冷蔵 ⽇本産
和菓⼦材料 あんこ ⽩てぼこしあん 1kg 810 875 冷蔵 ⽩⽣餡（てぼ・カナダ産）
和菓⼦材料 あんこ 減農薬（特別栽培⼩⾖）こしあん 1kg 810 875 冷蔵 ⼩⾖（北海道⼗勝産）
和菓⼦材料 季節商品 ⽔まんじゅうの素 露草100g 480 518 伊那⾷品⼯業㈱
和菓⼦材料 季節商品 ⽩⽟粉（国内産）  150g 350 378 ⼭眞産業㈱
和菓⼦材料 季節商品 道明寺粉（国内産）   200g 400 432 季節商品 ⼭眞産業㈱
和菓⼦材料 季節商品 桜葉ミンチ⼊り 桜あん 250g 350 378 季節商品 ⼭眞産業㈱/⽩いんげん⾖（ミャンマー産）、桜葉塩漬（中国産）
和菓⼦材料 季節商品 伊⾖産 桜の葉塩漬け 10枚⼊り 368 397 季節商品 ⼭眞産業㈱
和菓⼦材料 季節商品 ⽇本の花・桜（国内産） 30g 269 291 季節商品 ⼭眞産業㈱
凝固剤 粉ゼラチン ゼラチン２１ 100g 520 562
凝固剤 粉ゼラチン ゼラチン２１ 500g 2,200 2376
凝固剤 粉ゼラチン ゼラチンA-U 100g 375 405
凝固剤 粉ゼラチン ゼラチンA-U 500g 1,759 1900
凝固剤 粉ゼラチン ゼラチンA-U 1kg 3,250 3510
凝固剤 板ゼラチン 新⽥ゼラチン リーフゼラチンシルバー10枚 340 367
凝固剤 アガー パールアガー８ 100g 634 685
凝固剤 アガー パールアガー８ 500g 2,969 3207
凝固剤 アガー パールアガー８ 1kg 5,324 5750
凝固剤 寒天 粉寒天 36g 435 470 原材料名:オゴ草/㈱パイオニア企画
デコレーション素材・季節商品 アールグレイパウダー 20g 480 518 紅茶/⾹料 ㈱パイオニア企画
デコレーション素材・季節商品 紫いもパウダー 20g 290 313 さつま芋（国産）㈱パイオニア企画
デコレーション素材・季節商品 パンプキンパウダー 25g 270 292 ニュージーランド産 ㈱パイオニア企画
デコレーション素材・季節商品 国産ほうじ茶パウダー 20g 260 281 緑茶（国産）㈱パイオニア企画
デコレーション素材・季節商品 ナパージュミックス 100g 315 340 ㈱パイオニア企画
デコレーション素材・季節商品 オーナメント・その他 ⾦箔「箔の華」0.09g 1,800 1944
デコレーション素材・季節商品 オーナメント・その他 ⾦箔 0.01g 500 540 ㈱パイオニア企画
パッケージ・容器 包材・ラッピング シリカゲル3g 20個⼊ 200 220
パッケージ・容器 包材・ラッピング シリカゲル3g 100個⼊ 600 660
パッケージ・容器 包材・ラッピング KOPガス袋（横マチ付）90×60×280mm10枚 160 176
パッケージ・容器 包材・ラッピング KOPガス袋（横マチ付）90×60×280mm  100枚 1,429 1572
パッケージ・容器 包材・ラッピング KOPガス袋（横マチ付）75×65×220mm 10枚 110 121
パッケージ・容器 包材・ラッピング KOPガス袋（横マチ付）75×65×220mm  100枚 943 1037
パッケージ・容器 包材・ラッピング ガゼット袋＃40（横マチ付）80×70×250mm 10枚 63 69
パッケージ・容器 包材・ラッピング ガゼット袋#40（横マチ付）80×70×250mm  100枚 560 616
パッケージ・容器 包材・ラッピング ガゼット袋＃40（横マチ付）60×50×200mm 10枚 45 50
パッケージ・容器 包材・ラッピング ガゼット袋#40（横マチ付）60×50×200mm  100枚 380 418
パッケージ・容器 包材・ラッピング テープ付ラッピング袋M-2 100×70mm 100枚⼊ 368 405
パッケージ・容器 包材・ラッピング テープ付ラッピング袋M-2 100×70mm 20枚⼊ 86 95
パッケージ・容器 包材・ラッピング テープ付ラッピング袋M-1 95×89mm 100枚⼊ 350 385
パッケージ・容器 包材・ラッピング テープ付ラッピング袋M-1 95×89mm 20枚⼊ 80 88
パッケージ・容器 包材・ラッピング テープ付ラッピング袋D-81 130×125mm 100枚⼊ 400 440
パッケージ・容器 包材・ラッピング テープ付ラッピング袋D-81 130×125mm 20枚⼊ 92 101
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カテゴリ サブカテゴリ 商品名 本体価格（税抜） 販売価格（税込） 冷蔵・冷凍 備考
器具・機械 洋菓⼦の型 マフィングラシン ナチュラルパーチ7F 約50枚 169 186 底径45×⾼さ27.5mm /両⾯シリコン加⼯
器具・機械 洋菓⼦の型 マフィングラシン ナチュラルパーチ7F 500枚 1,125 1238 底径45×⾼さ27.5mm /両⾯シリコン加⼯ 
器具・機械 洋菓⼦の型 マフィングラシン ナチュラルパーチ8F 約50枚 192 211 底径48×⾼さ32mm /両⾯シリコン加⼯
器具・機械 洋菓⼦の型 マフィングラシン ナチュラルパーチ8F 500枚 1,332 1465 底径48×⾼さ32mm /両⾯シリコン加⼯
BOOK・DVD 吉⽥菊次郎 著書 吉⽥菊次郎 著 東⻄六カ国製菓⽤語対訳辞典（⽇中韓仏英独） 3,200 3520
BOOK・DVD 吉⽥菊次郎 著書 吉⽥菊次郎 著 六カ国製菓⽤語対訳辞典（⽇仏英独伊⻄） 3,200 3520
BOOK・DVD 吉⽥菊次郎 著書 吉⽥菊次郎 著 洋菓⼦百科事典 9,000 9900


