
商品
コード

商品名 現行価格（税込） 新価格（税込）

35004 ラ・モリサーナ/スパゲッティ　１．４５ｍｍ（№１６） 500 g ¥367 ¥394

35007 ラ・モリサーナ/スパゲッティ１．７ｍｍ（№１５） 500 g ¥367 ¥394

35009 ラ・モリサーナ/スパゲッティ　１．９３ｍｍ（№１４） 500 g ¥367 ¥394

35034 ラ・モリサーナ/スパゲッティ　１．４５ｍｍ（№１６） 5000 g ¥3,488 ¥3,763

35034_3 ラ・モリサーナ/スパゲッティ　１．４５ｍｍ（№１６）/5kg×3袋 ¥9,417 ¥10,160

35037 ラ・モリサーナ/スパゲッティ　１．７ｍｍ（№１５） 5000 g ¥3,488 ¥3,763

35037_5 ラ・モリサーナ/スパゲッティ　１．７ｍｍ（№１５）/5kg×3袋 ¥9,417 ¥10,160

35201 ラ・モリサーナ/カペッリーニ　１．２ｍｍ（№１７） 500 g ¥367 ¥394

35006 ラ・モリサーナ/イカ墨スパゲッティ　１．７ｍｍ 500 g ¥706 ¥734

35011 ラ・モリサーナ/全粒粉スパゲッティ 500 g ¥385 ¥412

35101 ラ・モリサーナ/ペンネ・ブロンズ（№１８） 500 g ¥467 ¥495

35102 ラ・モリサーナ/ペンネ・リガーテ・ブロンズ（№２０） 500 g ¥467 ¥495

35113 ラ・モリサーナ/パッケリ・ブロンズ（№３１６） 500 g ¥706 ¥734

35115 ラ・モリサーナ/ラザニエ（№２２０） 500 g ¥752 ¥779

35180 ラ・モリサーナ/クスクス 500 g ¥449 ¥477

35202 ラ・モリサーナ/リングイネ・ブロンズ（№６） 500 g ¥367 ¥394

35203 ラ・モリサーナ/ブカティーニ・ブロンズ（№１２） 500 g ¥367 ¥394

35204 ラ・モリサーナ/メッツェ・リングイネ・ブロンズ（№７） 500 g ¥367 ¥394

35205 ラ・モリサーナ/スパゲット・クアドラート（キタッラ）・ブロンズ（№１） 500 g ¥367 ¥394

35206 ラ・モリサーナ/タリアテッレ（№１０３） 500 g ¥752 ¥779

35207 ラ・モリサーナ/タリアテッレ・ウオーヴォ（№２０３） 250 g ¥403 ¥417

35208 ラ・モリサーナ/フェットチーネ・ウオーヴォ（№２０４） 250 g ¥403 ¥417

35103 ラ・モリサーナ/ペンネッテ・リガーテ・ブロンズ（№２２） 500 g ¥467 ¥495

35104 ラ・モリサーナ/メッツェ・ペンネ・リガーテ・ブロンズ（№１９） 500 g ¥467 ¥495

35105 ラ・モリサーナ/リガトーニ・ブロンズ（№３１） 500 g ¥467 ¥495

35106 ラ・モリサーナ/メッツィ・リガトーニ・ブロンズ（№３２） 500 g ¥467 ¥495

35107 ラ・モリサーナ/カゼレッチェ・モリサーネ・ブロンズ（№２９） 500 g ¥467 ¥495

35108 ラ・モリサーナ/フジッリ・ブロンズ（№２８） 500 g ¥467 ¥495

35110 ラ・モリサーナ/コンキリエ・リガーテ・ブロンズ（№２５） 500 g ¥467 ¥495

35111 ラ・モリサーナ/オレッキエッテ・プリエージ・リガーテ・ブロンズ（№３０） 500 g ¥467 ¥495

35112 ラ・モリサーナ/ファルファッレ・リガーテ・ブロンズ（№６６） 500 g ¥467 ¥495

35114 ラ・モリサーナ/コンキリオーニ・ブロンズ（№３１３） 500 g ¥706 ¥734

35116 ラ・モリサーナ/ラディアトーリ・ブロンズ（№７３） 500 g ¥467 ¥495

35118 ラ・モリサーナ/フジッリ・トリコローレ（№３０９） 500 g ¥559 ¥587

35005 ラ・モリサーナ/グルテンフリー　パスタ　１．９ｍｍ　№１５ 400 g ¥624 ¥645

35181 ラ・モリサーナ/グルテンフリー　ペンネ・リガーテ　Ｎｏ２０ 400 g ¥624 ¥645

35182 ラ・モリサーナ/グルテンフリー　フジッリ　Ｎｏ．２８ 400 g ¥624 ¥645

37003 ディ・マルティーノ/スパゲッティーニ　１．３ｍｍ（№２） 500 g ¥385 ¥412

37008 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№３） 500 g ¥385 ¥412

37009 ディ・マルティーノ/ヴェルミチェッリ　２．１ｍｍ（№５） 500 g ¥385 ¥412

容量

5000g×3袋

5000g×3袋



37011 ディ・マルティーノ/ブカティーニ（№７） 500 g ¥385 ¥412

37012 ディ・マルティーノ/リングイネ（№１４） 500 g ¥385 ¥412

37013 ディ・マルティーノ/ヴェルミチェッローニ　２．４ｍｍ（№６） 500 g ¥385 ¥412

37028 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№３） 2000 g ¥1,468 ¥1,578

37028_6 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№３） /2kg×6袋 ¥7,927 ¥8,521

37000 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．７ｍｍ　Ｄ＆Ｇスペシャルエディション 500 g ¥385 ¥412

37077 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．７ｍｍ有機 500 g ¥459 ¥486

37101 ディ・マルティーノ/フジッリ・コルティ・コル・ブーコ（№１０４ｂ） 500 g ¥467 ¥495

37102 ディ・マルティーノ/リガトーニ（№１２１） 500 g ¥467 ¥495

37103 ディ・マルティーノ/ニョッキ・ナポレターニ（№１７８） 500 g ¥467 ¥495

37104 ディ・マルティーノ/ミスタ・コルタ（№１８４） 500 g ¥467 ¥495

37105 ディ・マルティーノ/ペンネ・メッツァーニ・リガーテ（№１４２） 500 g ¥467 ¥495

33824 モンテベッロ/スパゲッティ　１．４ｍｍ 3000 g ¥1,707 ¥1,872

33827 モンテベッロ/スパゲッティ　１．７ｍｍ 3000 g ¥1,707 ¥1,872

33827_4 モンテベッロ/スパゲッティ　１．７ｍｍ/3kg×4袋 ¥6,145 ¥6,739

32066 グランフィーロ/スパゲッティ・ハイプロテイン　１．４５ｍｍ（№１０５） 3000 g ¥2,313 ¥2,478

32066_5 グランフィーロ/スパゲッティ・ハイプロテイン　１．４５ｍｍ（№１０５）/3kg×5袋 ¥10,408 ¥11,151

32068 グランフィーロ/スパゲッティ・ハイプロテイン　１．７ｍｍ（№１０７） 3000 g ¥2,313 ¥2,478

32068_5 グランフィーロ/スパゲッティ・ハイプロテイン　１．７ｍｍ（№１０７）/3kg×5袋 ¥10,408 ¥11,151

32204 グランフィーロ/カペッリーニ　１．２ｍｍ（№１） 500 g ¥330 ¥357

32205 グランフィーロ/リングイネ（№１４） 1000 g ¥642 ¥697

34025 グランフィーロ/スパゲッティ　１．４５ｍｍ（№５） 3000 g ¥1,927 ¥2,093

34025_5 グランフィーロ/スパゲッティ　１．４５ｍｍ（№５）/3kg×5袋 ¥8,671 ¥9,418

34026 グランフィーロ/スパゲッティ　１．６ｍｍ（№６） 3000 g ¥1,927 ¥2,093

34026_5 グランフィーロ/スパゲッティ　１．６ｍｍ（№６）/3kg×5袋 ¥8,671 ¥9,418

34028 グランフィーロ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№８） 3000 g ¥1,927 ¥2,093

34028_5 グランフィーロ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№８）/3kg×5袋 ¥8,671 ¥9,418

1704 モンテベッロ　/グランマエストロ・エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 2000 ml ¥3,157 ¥3,708

1705 モンテベッロ　/グランマエストロ・エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 5000 ml ¥7,711 ¥9,088

1723 モンテベッロ　/グランマエストロ・エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 1000 ml ¥1,689 ¥1,964

1733 モンテベッロ　/グランマエストロ・ピュア・オリーブオイル 1000 ml ¥1,634 ¥1,891

1735 モンテベッロ　/グランマエストロ・ピュア・オリーブオイル 5000 ml ¥6,793 ¥8,078

1801 ズッキ/ひまわり油 2000 ml ¥1,321 ¥1,615

1802 ズッキ/ひまわり油 1000 ml ¥679 ¥826

1821 ズッキ/ブレンド油 5000 ml ¥4,222 ¥5,875

11222
バルベーラ/“オーリオ・ディ・カーサ”
エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル・ノンフィルター

500 ml ¥2,221 ¥2,358

11223 バルベーラ/エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 500 ml ¥2,221 ¥2,358

11224
バルベーラ/“ロレンツォ№１”
有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル Ｄ．Ｏ．Ｐ． （トラパニ産）

500 ml ¥2,980 ¥4,580

11225
バルベーラ/“ロレンツォ№３”
 有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル Ｄ．Ｏ．Ｐ． （マツァーラ産）

500 ml ¥2,980 ¥4,580

11226 バルベーラ/“ロレンツォ№５” エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 500 ml ¥2,980 ¥4,580

11229 バルベーラ/“アリーヴェ” エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 500 ml ¥1,175 ¥1,312

11240 バルベーラ/“アリーヴェ” エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 3000 ml ¥5,489 ¥6,315

3000g×5袋

2000g×6袋

3000g×4袋

3000g×5袋

3000g×5袋

3000g×5袋

3000g×5袋



11257 バルベーラ/“ビオロジコ”有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 500 ml ¥1,230 ¥1,367

1835 アルバーノ/フレーバー　ガーリック・オイル 1000 ml ¥1,652 ¥2,680

2402 モンテベッロ　/トマトペースト 785 g ¥826 ¥918

5228 モンテベッロ/パキーノ産ポモドリーニ・セッキ 50 g ¥771 ¥918

17224 モンテベッロ/ポモドーリ・セッキ 40 g ¥477 ¥550

2835 モンテベッロ/サルサ・ボロネーゼ（レトルトパウチ） 1000 g ¥1,836 ¥1,927

2861 モンテベッロ/サルサ・ディ・ポモドーロ（レトルトパウチ） 1000 g ¥1,193 ¥1,230

17960 カプート/冷凍ピザ生地　２００ｇｘ１５玉 3000 g ¥3,249 ¥3,800

5217 モレッティ/ポレンタ・ベルガマスカ 500 g ¥550 ¥605

5218 モレッティ/ポレンタ・ビアンカ 500 g ¥642 ¥679

5803 ズィンゴニア/グリッシーニ・トラディショナル 125 g ¥330 ¥403

5804 ズィンゴニア/グリッシーニ・セサミ 125 g ¥330 ¥403

5805 ズィンゴニア/グリッシーニ・ガーリック 125 g ¥330 ¥403

5808 ズィンゴニア/グリッシーニ 100 g ¥330 ¥403

5807 モンテベッロ　/クラッカー 250 g ¥440 ¥550

903 モンテベッロ/イタリアン・リーゾ・カルナローリ 1000 g ¥2,074 ¥2,295

5655 モンテベッロ/冷凍サルシッチャ 500 g ¥1,982 ¥2,111

5656 モンテベッロ/冷凍サルシッチャベース 500 g ¥1,836 ¥1,927

5005 アドリアーノ・グロソリ/アチェート・バルサミコ・ディ・モデナ Ｉ．Ｇ．Ｐ． 500 ml ¥1,395 ¥1,468

5011 アドリアーノ・グロソリ/ワインヴィネガー白　リゼルヴァ 500 ml ¥440 ¥477

5012 アドリアーノ・グロソリ/ワインヴィネガー赤　リゼルヴァ 500 ml ¥440 ¥477

5014 アドリアーノ・グロソリ/フランチェスコ公爵の白ワインヴィネガー 250 ml ¥440 ¥477

5015 アドリアーノ・グロソリ/フランチェスコ公爵の赤ワインヴィネガー 250 ml ¥440 ¥477

5016 アドリアーノ・グロソリ/バルサミコクリーム 250 ml ¥1,377 ¥1,468

5017 アドリアーノ・グロソリ/アチェート・バルサミコ・ディ・モデナ Ｉ．Ｇ．Ｐ． 250 ml ¥716 ¥771

5018
アドリアーノ・グロソリ/アチェート・バルサミコ・ディ・モデナ
オーガニック　Ｉ．Ｇ．Ｐ．

250 ml ¥1,175 ¥1,248

5019 アドリアーノ・グロソリ/アチェート・バルサミコ・ディ・モデナ　Ｉ．Ｇ．Ｐ． 1000 ml ¥2,184 ¥2,386

5021
アドリアーノ・グロソリ/アチェート・バルサミコ・ディ・モデナ
トラディツィオナーレ　Ｄ．Ｏ．Ｐ．エキストラ・ヴェッキオ（２５年熟成）

100 ml ¥36,720 ¥40,392

5936 タルトゥーフ・ランゲ/“オーリ・ディ・ランガ”　白トリュフソルト 30 g ¥1,689 ¥1,836

5937 タルトゥーフ・ランゲ/“オーリ・ディ・ランガ”　黒トリュフソルト 30 g ¥1,468 ¥1,615

17150 モンテベッロ/アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ　２５０ｇ 250 ｇ ¥1,387 ¥1,440

5183 モンテベッロ/アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ　１３０ｇ 130 ｇ ¥886 ¥1,028

5211 アロマティカ/サフラン（粉） ¥1,119 ¥1,193

15001 メニュー　/カルチョーフィ・オイル漬け 2550 g ¥7,417 ¥8,262

15004 メニュー　/チポリーネ・バルサミコ風味 820 g ¥1,873 ¥2,111

15005 メニュー　/ドライトマト・オイル漬け 800 g ¥3,452 ¥3,855

15030 メニュー　/カルチョーフィの芯・オイル漬け 775 g ¥3,488 ¥4,222

15034 メニュー　/カルチョーフィ・塩水漬け 2500 g ¥4,645 ¥5,324

15006 メニュー　/キノコペースト・トリュフ風味 400 g ¥1,973 ¥2,203

15060 メニュー　/黒トリュフ入りキノコペースト 410 g ¥3,213 ¥3,488

17182 フルットディタリア/グリーンオリーブ種抜き 30 g ¥220 ¥238

17183 フルットディタリア/グリーンオリーブガーリック種抜き 30 g ¥220 ¥238

125mgｘ3袋



17184 フルットディタリア/イタリアンオリーブミックス種抜き 30 g ¥220 ¥238

5108 チェルサヌス/ケッパー・塩漬け 140 g ¥881 ¥918

5111 チェルサヌス/オリーブ・リヴィエラ 300 g ¥862 ¥918

5117 チェルサヌス/ケッパー・酢漬け 100 g ¥734 ¥771

5118 チェルサヌス/グリーンオリーブ・ジャイアント 360 g ¥954 ¥1,028

5119 チェルサヌス/グリーンオリーブ 360 g ¥660 ¥697

5125 チェルサヌス/フルッティ・ディ・カッペロ（ケッパーの実） 200 g ¥1,138 ¥1,193

17111 ラ・レイネーセ/タマネギとツナのパテ 180 g ¥789 ¥826

17112 ラ・レイネーセ/ドライトマトとツナのパテ 180 g ¥789 ¥826

17115 ラ・レイネーセ/カルチョーフィとツナのパテ 180 g ¥789 ¥826

17185 サクラ/グリーンオリーブ・種抜き 1550 g ¥2,056 ¥2,386

17186 サクラ/グリーンオリーブ・種抜き 560 g ¥862 ¥973

17187 サクラ/グリーンオリーブ・スライス 1550 g ¥2,019 ¥2,295

5045 チリオ/チェチ（ひよこ豆）の水煮 380 g ¥234 ¥257

5046 チリオ/チリオ　カンネッリーニ（白いんげん豆）の水煮 380 g ¥234 ¥257

5049 チリオ/ボルロッティ（うずら豆）の水煮 380 g ¥234 ¥257

5050 チリオ/レッドキドニー（赤いんげん豆）の水煮 380 g ¥234 ¥257

5203 モンテベッロ　/フンギ・ポルチーニ・セッキ 20 g ¥936 ¥1,156

5204 モンテベッロ　/フンギ・ポルチーニ・セッキ 200 g ¥7,729 ¥10,098

16016 モンテベッロ　/フローズン・ポルチーニ・ホール 1000 g ¥5,508 ¥6,058

16017 モンテベッロ/フローズン・ポルチーニ・ダイスカット 1000 g ¥4,582 ¥5,049

16018 モンテベッロ/フローズン・フィンフェルリ（ジロール） 1000 g ¥4,957 ¥5,416

5131
バリストレーリ・ジローラモ/
“ヴァチカン” アンチョビフィレ・オリーブオイル漬け

90 g ¥1,028 ¥1,101

5141
バリストレーリ・ジローラモ/
“ヴァチカン”　アンチョビフィレ・オリーブオイル漬け・業務用

750 g ¥4,957 ¥5,324

5191 フォルメック/フォルメック “ガイア” アンチョビペースト 60 g ¥403 ¥459

17116 バリストレーリ・ジローラモ/“ヴァチカン” アンチョビペースト 312 g ¥1,762 ¥1,836

17382 モンテベッロ　/ボッタルガ・パウダー 100 g ¥3,630 ¥4,039

17445 ブラッツァーレ/冷凍スカモルツァ・アフミカータ 1000 g ¥2,827 ¥3,525

17448 ブラッツァーレ/冷凍スカモルツァ・ビアンカ 1000 g ¥2,625 ¥3,268

17449 ブラッツァーレ/冷凍モッツァレッラ・ブロック 1000 g ¥2,423 ¥3,029

17455 ブラッツァーレ/冷凍パウダーチーズ・スーペルミックス 500 g ¥1,836 ¥2,295

5469 モンテベッロ/冷凍ブッラータ 200 g ¥1,652 ¥1,836

5474 モンテベッロ/冷凍モッツァレッラ・ディ・ブファラ・チェリーサイズ 500 g ¥3,910 ¥4,406

5480 モンテベッロ/冷凍ブッラティーナ 250 g ¥2,019 ¥2,295

17450 ブファリー/冷凍モッツァレッラ・ブファラ 125 g ¥734 ¥918

17451 ブファリー/冷凍モッツァレッラ・ブファラ 250 g ¥1,468 ¥1,836

5817 ピエトロ・マジーニ/カントゥッチ 200 g ¥716 ¥771

5818 ピエトロ・マジーニ/アマレッティ 150 g ¥716 ¥771

15101 メニュー　/パンナコッタ 1000 g ¥3,176 ¥3,304

15107 メニュー　/ティラミス 1000 g ¥3,892 ¥4,039

5391 オランフリーゼル/ブラッドオレンジジュース 1000 g ¥899 ¥991

5392 オランフリーゼル/レモンジュース 250 g ¥486 ¥532



5903 ボノメッリ/カモミッラ茶　（１８包） 27 g ¥827 ¥881

3000 キンボ/エスプレッソ豆　トップフレーバー 1000 g ¥6,058 ¥6,664

3001 キンボ/エスプレッソ豆　プレステージ 1000 g ¥5,452 ¥6,003

3002 キンボ/エスプレッソ豆　プレミアム 1000 g ¥5,049 ¥5,563

3003 キンボ/エスプレッソ豆　エキストラクリーム 1000 g ¥4,847 ¥5,342

3005 キンボ/エスプレッソ豆　エクストリーム 1000 g ¥5,856 ¥6,444

3110 キンボ/エスプレッソ粉　ゴールド 250 g ¥1,523 ¥1,689

3111 キンボ/エスプレッソ粉　ナポリ 250 g ¥1,321 ¥1,468

3120 キンボ/エスプレッソ豆　ゴールド 250 g ¥1,523 ¥1,689

3121 キンボ/エスプレッソ豆　ナポリ 250 g ¥1,321 ¥1,468

3112 キンボ/エスプレッソ粉　インテンソ 250 g ¥1,175 ¥1,303

3113 キンボ/エスプレッソ粉　デカフェ 250 g ¥1,578 ¥1,744

3144 キンボ/カプセルコーヒー　オーガニック (5.5gx10カプセル ) 55 g ¥716 ¥789

3146 キンボ/カプセルコーヒー　バリスタ (5.5gx10カプセル ) 55 g ¥716 ¥789

3147 キンボ/カプセルコーヒー　ナポリ (5.5gx10カプセル ) 55 g ¥716 ¥789

3148 キンボ/カプセルコーヒー　インテンソ (5.5gx10カプセル ) 55 g ¥716 ¥789

3300 カフェフレッド（アイスコーヒー） 1000 ml ¥826 ¥881

003300_12 カフェフレッド（アイスコーヒー）/1L×12本セット ¥7,219 ¥8,4571000ml×12本


