
商品
コード

商品名 容量 現行価格（税込） 新価格（税込）

37009 ディ・マルティーノ/ヴェルミチェッリ　２．１ｍｍ（№５） 500ｇ ¥412 ¥459

37013 ディ・マルティーノ/ヴェルミチェッローニ　２．４ｍｍ（№６） 500ｇ ¥412 ¥459

37008 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№３） 500ｇ ¥412 ¥459

37028 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№３） 2000ｇ ¥1,578 ¥1,762

37028_6 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．８ｍｍ（№３） /2kg×6袋 2000g×3袋 ¥8,521 ¥9,514

37003 ディ・マルティーノ/スパゲッティーニ　１．３ｍｍ（№２） 500ｇ ¥412 ¥459

37011 ディ・マルティーノ/ブカティーニ（№７） 500ｇ ¥412 ¥459

37012 ディ・マルティーノ/リングイネ（№１４） 500ｇ ¥412 ¥459

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 500ｇ ¥412 ¥459

37077 ディ・マルティーノ/スパゲッティ　１．７ｍｍ有機 500ｇ ¥486 ¥532

37103 ディ・マルティーノ/ニョッキ・ナポレターニ（№１７８） 500ｇ ¥495 ¥541

37101 ディ・マルティーノ/フジッリ・コルティ・コル・ブーコ（№１０４ｂ） 500ｇ ¥495 ¥541

37105 ディ・マルティーノ/ペンネ・メッツァーニ・リガーテ（№１４２） 500ｇ ¥495 ¥541

37104 ディ・マルティーノ/ミスタ・コルタ（№１８４） 500ｇ ¥495 ¥541

37102 ディ・マルティーノ/リガトーニ（№１２１） 500ｇ ¥495 ¥541

36117 マンチーニ/ブカティーニ 1000ｇ ¥1,505 ¥1,615

36109 マンチーニ/リガトーニ 500ｇ ¥826 ¥881

36072 マンチーニ/有機スパゲッティ・トゥラニチ　２．２ｍｍ 500ｇ ¥1,101 ¥1,285

36010 マンチーニ/カペッリーニ　１．２ｍｍ 500ｇ ¥826 ¥881

36200 マンチーニ/キタッラ 500ｇ ¥826 ¥881

36012 マンチーニ/スパゲッティ　２．２ｍｍ 1000ｇ ¥1,505 ¥1,615

36002 マンチーニ/スパゲッティ　２．２ｍｍ 500ｇ ¥826 ¥881

36018 マンチーニ/スパゲッティーニ　１．８ｍｍ 1000ｇ ¥1,505 ¥1,615

36008 マンチーニ/スパゲッティーニ　１．８ｍｍ 500ｇ ¥826 ¥881

36016 マンチーニ/スパゲットーニ　２．４ｍｍ 1000ｇ ¥1,505 ¥1,615

36006 マンチーニ/スパゲットーニ　２．４ｍｍ 500ｇ ¥826 ¥881

36103 マンチーニ/フジッリ 500ｇ ¥826 ¥881

36102 マンチーニ/マッケローニ 500ｇ ¥826 ¥881

36100 マンチーニ/メッツェマニケ 500ｇ ¥789 ¥881

36201 マンチーニ/リングイネ 500ｇ ¥826 ¥881

33824 モンテベッロ/スパゲッティ　１．４ｍｍ 3000ｇ ¥1,872 ¥2,093

33824_4 モンテベッロ/スパゲッティ　１．４ｍｍ/3kg×4袋 3000g×4袋 ¥6,739 ¥7,534

33807 モンテベッロ/スパゲッティ　１．７ｍｍ 500ｇ ¥312 ¥394

33827 モンテベッロ/スパゲッティ　１．７ｍｍ 3000ｇ ¥1,872 ¥2,093

33827_4 モンテベッロ/スパゲッティ　１．７ｍｍ /3kg×4袋 3000g×4袋 ¥6,739 ¥7,534

30495 グランフィーロ/冷凍カペッリーニ（１．２ｍｍ）プレボイル　２００ｇｘ５袋 1000ｇ ¥798 ¥871

30420 グランフィーロ/冷凍スパゲッティ（１．６ｍｍ）プレボイル　２２０ｇｘ５袋 1100ｇ ¥734 ¥807

30421 グランフィーロ/冷凍スパゲッティ（１．６ｍｍ）プレボイル　２５０ｇｘ５袋 1250ｇ ¥779 ¥853

1801 ズッキ/ひまわり油 2000ml ¥1,615 ¥1,836

1802 ズッキ/ひまわり油 1000ml ¥826 ¥936

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 500ml ¥1,312 ¥1,505

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 3000ml ¥6,315 ¥6,958

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 500ml ¥2,358 ¥2,552

11256  バルベーラ/“ジャルディーニ・デル・パラディーゾ”有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 250ml ¥1,505 ¥1,597

11255 バルベーラ/“セレツィオーネ・ウニカ”エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 250ml ¥973 ¥1,064

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 500ml ¥1,367 ¥1,560

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） 500ml ¥4,580 ¥5,030

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） 500ml ¥4,580 ¥5,030

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 500ml ¥4,580 ¥5,030

1951 チボッタ/トリュフ　フレーバード・エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 250ml ¥1,321 ¥1,487

1956 チボッタ/レモン　フレーバード・エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 250ml ¥1,321 ¥1,487

2205 モンテベッロ/ダイストマト 400ｇ ¥201 ¥293

2005 モンテベッロ/ダイストマト 2550ｇ ¥973 ¥1,321

2207 モンテベッロ/ダッテリーニトマト 400ｇ ¥312 ¥440

2402 モンテベッロ/トマトペースト 785ｇ ¥918 ¥1,101

2802 モンテベッロ/パッサータ・ルスティカ 700ｇ ¥367 ¥514

2201 モンテベッロ/ホールトマト 400ｇ ¥201 ¥293

2001 モンテベッロ/ホールトマト 2550ｇ ¥948 ¥1,303

2245 モンテベッロ/有機ダイストマト 400ｇ ¥220 ¥312

2045 モンテベッロ/有機ダイストマト 2550ｇ ¥1,358 ¥1,707

2809 モンテベッロ/有機パッサータ・ルスティカ 700ｇ ¥459 ¥605

2241 モンテベッロ/有機ホールトマト 400ｇ ¥220 ¥312

2041 モンテベッロ/有機ホールトマト 2550ｇ ¥1,321 ¥1,670



2096 コッポラ/クラッシュトマト 5000ｇ ¥1,799 ¥2,533

2097 コッポラ/クラッシュトマト（ティーポ・ルンゴ） 3000ｇ ¥1,193 ¥1,634

2087 コッポラ/スーパーハイブリックス・クラッシュトマト・ルンゴ 5000ｇ ¥2,074 ¥2,809

2806 コッポラ/パッサータ・ハイブリックス 5000ｇ ¥1,799 ¥2,533

12010 ラボンタ/ダイストマト 2550ｇ ¥963 ¥1,321

12000 ラボンタ/ホールトマト 2550ｇ ¥936 ¥1,285

2032 ナポリ・ミア/“ナポリ・ミア”　～グランマエストロ～ダイストマト（ティーポ・ルンゴ） 2550ｇ ¥973 ¥1,321

2030 ナポリ・ミア/“ナポリ・ミア”　～グランマエストロ～ホールトマト 2550ｇ ¥973 ¥1,321

5228 モンテベッロ/パキーノ産ポモドリーニ・セッキ 50ｇ ¥918 ¥1,064

2865 モンテベッロ　/サルサ・フレスカ・ディ・ポモドーロ 2600ｇ ¥2,074 ¥2,441

2861 モンテベッロ　/サルサ・ディ・ポモドーロ（レトルトパウチ） 1000ｇ ¥1,230 ¥1,358

2835 モンテベッロ　/サルサ・ボロネーゼ（レトルトパウチ） 1000ｇ ¥1,927 ¥2,120

5287 カプート/サッコブルー・ピッツェリア 25000ｇ ¥13,292 ¥14,393

5286 カプート/サッコロッソ 25000ｇ ¥13,292 ¥14,393

5288 カプート/マニトバ 25000ｇ ¥13,659 ¥14,760

5289 カプート/リッカ 25000ｇ ¥13,659 ¥14,760

17295 カプート/マニトバ・オーロ 5000ｇ ¥4,131 ¥4,406

17215 カプート/ティーポ・ウノ 5000ｇ ¥4,131 ¥4,406

17298 カプート/ヌ―ヴォラ・スーペル 5000ｇ ¥4,498 ¥4,773

17206 カプート/ヌーヴォラ 25000ｇ ¥16,009 ¥17,111

17220 カプート/ヌーヴォラ 1000ｇ ¥844 ¥899

5277 カプート/クラッシカ・ドッピオ・ゼロ 1000ｇ ¥734 ¥789

5278 カプート/サッコロッソ・クオーコ 1000ｇ ¥752 ¥807

5298 カプート/セモラ・リマチナータ 1000ｇ ¥1,028 ¥1,083

5279 カプート/パスタフレスカ・エ・ニョッキ 1000ｇ ¥752 ¥807

17225 カプート/パスティッチェリア 1000ｇ ¥771 ¥826

17207 カプート/ピッツェリア 1000ｇ ¥752 ¥807

17961 カプート/冷凍ピザ生地１６０ｇｘ１５玉 2400ｇ ¥3,231 ¥3,708

17960 カプート/冷凍ピザ生地２００ｇｘ１５玉 3000ｇ ¥3,800 ¥4,369

5217 モレッティ/ポレンタ・ベルガマスカ 500ｇ ¥605 ¥660

5218 モレッティ/ポレンタ・ビアンカ 500ｇ ¥679 ¥734

903 モンテベッロ　/イタリアン・リーゾ・カルナローリ 1000ｇ ¥2,295 ¥2,570

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 250ml ¥477 ¥495

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 250ml ¥477 ¥495

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 500ml ¥477 ¥532

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 500ml ¥477 ¥532

5239 ソサルト/“モティア” サーレ・インテグラーレ・グロッソ（粗粒） 1000ｇ ¥422 ¥459

5238 ソサルト/“モティア” サーレ・インテグラーレ・フィーノ（細粒） 1000ｇ ¥422 ¥459

5183 モンテベッロ/アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ　１３０ｇ 130ｇ ¥1,028 ¥1,128

17150 モンテベッロ/アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ　２５０ｇ 250ｇ ¥1,440 ¥1,578

17194 モンテベッロ/ジェノヴェーゼ・ペースト 270ｇ ¥2,099 ¥2,203

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 30ｇ ¥1,615 ¥1,762

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 30ｇ ¥1,836 ¥2,019

17588 モンテベッロ/バーニャカウダ・ソース 40ｇ ¥427 ¥449

2775 モンテベッロ/アンチョビソースロッソ 100ｇ ¥452 ¥477

2774 モンテベッロ/ミートソースビアンコ 100ｇ ¥452 ¥477

2766 モンテベッロ　/アーティチョーククリームソース 100ｇ ¥452 ¥477

2771 モンテベッロ　/イカスミのパスタソース 70ｇ ¥399 ¥422

2764 モンテベッロ　/トリュフクリームソース 100ｇ ¥452 ¥477

2765 モンテベッロ　/ポルチーニクリームソース 100ｇ ¥452 ¥477

2770 モンテベッロ　/レモンクリームのパスタソース 100ｇ ¥399 ¥422

2736 モンテベッロ　/冷凍トリュフクリームソース 100ｇ ¥293 ¥307

2737 モンテベッロ　/冷凍ポルチーニクリームソース 100ｇ ¥293 ¥307

5211 アロマティカ/サフラン（粉）　(125mg x3) 375ｍｇ ¥1,193 ¥1,285

17115 ラ・レイネーセ/カルチョーフィとツナのパテ 180ｇ ¥826 ¥862

17111 ラ・レイネーセ/タマネギとツナのパテ 180ｇ ¥826 ¥862

17112 ラ・レイネーセ/ドライトマトとツナのパテ 180ｇ ¥826 ¥862

5045 チリオ/チェチ（ひよこ豆）の水煮 380ｇ ¥257 ¥275

5046 チリオ/チリオ　カンネッリーニ（白いんげん豆）の水煮 380ｇ ¥257 ¥275

5049 チリオ/ボルロッティ（うずら豆）の水煮 380ｇ ¥257 ¥275

5050 チリオ/レッドキドニー（赤いんげん豆）の水煮 380ｇ ¥257 ¥275

5818 ピエトロ・マジーニ/アマレッティ 150ｇ ¥771 ¥807

5817 ピエトロ・マジーニ/カントゥッチ 200ｇ ¥771 ¥807

15107 メニュー/ティラミス 1000ｇ ¥4,039 ¥4,406

15101 メニュー/パンナコッタ 1000ｇ ¥3,304 ¥3,672

5762 ヨーガ/スッコ・ディ・アルビコッカ（アプリコット） 200ml ¥238 ¥257



5765 ヨーガ/スッコ・ディ・バナナ 200ml ¥238 ¥257

5760 ヨーガ/スッコ・ディ・ペーラ（洋ナシ） 200ml ¥238 ¥257

5761 ヨーガ/スッコ・ディ・ペスカ（ピーチ） 200ml ¥238 ¥257

5766 ヨーガ/スッコ・ディ・ペスカ・エ・マンゴ（ピーチ＆マンゴー） 200ml ¥238 ¥257

5791 アウレーリ/有機キャロットジュース 750ｇ ¥871 ¥963

5903 ボノメッリ/カモミッラ茶 (18包） 27ｇ ¥881 ¥954


