


※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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野菜 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 1 商品名 トマト  商品番号 9 商品名 きゅうり  

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 ２個 規格 ３本 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 2 商品名 ミニトマト  商品番号 10 商品名 レタス  

 

産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 １パック 規格 １玉 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 3 商品名 キャベツ  商品番号 11 商品名 白ねぎ  

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 １玉 規格 １束 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 4 商品名 にんじん  商品番号 12 商品名 緑豆もやし  

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 ３本 規格 ２００ｇ 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 5 商品名 だいこん  商品番号 13 商品名 ピーマン  

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 １本 規格 1パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 6 商品名 ほうれん草  商品番号 14 商品名 ブロッコリ－  

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 １袋 規格 １株 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 7 商品名 小松菜  商品番号 15 商品名 なす  

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 １袋 規格 １袋 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 8 商品名 みずな 商品番号 16 商品名 なんきん  

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 １袋 規格 1/4カット 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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野菜 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 17 商品名 えのき茸 商品番号 23 商品名 さつまいも 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 ２００ｇ 規格 1パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 18 商品名 ぶなしめじ  商品番号 24 商品名 ごぼう 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 １８０ｇ 規格 1パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 19 商品名 生しいたけ 商品番号 25 商品名 れんこん 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 1パック 規格 1パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 20 商品名 まいたけ 商品番号 26 商品名 黄金しょうが 

 産地 産地変更有 

 

産地 産地変更有 

規格 1パック 規格 1パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 21 商品名 じゃがいも 商品番号 27 商品名 大葉 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 1パック 規格 1パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 22 商品名 たまねぎ 商品番号 28 商品名 にんにく 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 1パック 規格 1パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

 

 

 

  

   

 

 

 

  



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 
また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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果物 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 29 商品名 ハーツバナナ  商品番号 36 商品名 赤りんご（ふじ他） 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 1 袋 規格 1 玉 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 30 商品名 みかん  商品番号 37 商品名 キウィフルーツ 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 1 袋 規格 1 個 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 31 商品名 国産柑橘（あまなつ・

デコポン他） 

商品番号 38 商品名 すいか 

 産地 産地変更有 

 

産地 産地変更有 

規格 1 パック 規格 カット 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 32 商品名 いちご 商品番号 39 商品名 パイナップル 

 産地 産地変更有 

 

産地 産地変更有 

規格 1 パック 規格 カット 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 33 商品名 青肉メロン 商品番号 40 商品名 むき甘栗 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 1 玉 規格 1 パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 34 商品名 ぶどう 商品番号 41 商品名 干し芋 

 産地 産地変更有  産地 産地変更有 

規格 1 パック 規格 1 パック 

税込価格 店頭価格 税込価格 店頭価格 

商品番号 35 商品名 青りんご（王林他）   

 産地 産地変更有  

規格 1 玉 

税込価格 店頭価格 

 

 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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お刺身 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 42 商品名 お造り盛り合わせ  

2 種盛 

商品番号 48 商品名 するめいか（解凍）

お造り 

 規格 7 切  規格 1パック 

本体価格 498 円 本体価格 398 円 

税込価格 537 円 税込価格 429 円 

商品番号 43 商品名 
お造り盛り合わせ 

3 種盛 

商品番号 49 商品名 静岡県産かつおたた

きスライス（血合い

抜き） 

 規格 10 切  規格 １パック(7切れ) 

本体価格 698 円 本体価格 298 円 

税込価格 753 円 税込価格 321 円 

商品番号 44 商品名 ぶり（養殖）お造り 商品番号 50 商品名 国産まぐろたたき 

 規格 6 切  規格 １パック(100g) 

本体価格 480 円 本体価格 398 円 

税込価格 518 円 税込価格 429 円 

商品番号 45 商品名 解凍めばちまぐろ

お造り 

商品番号 51 商品名 北海道産蒸したこ

（解凍） 

 規格 6 切れ  規格 100gにつき 

本体価格 498 円 本体価格 398 円 

税込価格 537 円 税込価格 429 円 

商品番号 46 商品名 活〆真鯛（養殖）お

造り 

商品番号 52 商品名 しめさば（真空）パ

ック 

 規格 6 切れ  規格 1パック(片身) 

本体価格 398 円 本体価格 380 円 

税込価格 429 円 税込価格 410 円 

商品番号 47 商品名 ふくいサーモン（養

殖）お造り 

  

 規格 6 切れ 

本体価格 398 円 

税込価格 429 円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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生鮮魚 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 53 商品名 生さば２枚卸 商品番号 57 商品名 いわし（頭取り） 

 

規格 1 尾(2 枚) 

 

規格 1パック 

本体価格 
時価 

本体価格 
時価 

税込価格 税込価格 

商品番号 54 商品名 生さば３枚卸 商品番号 58 商品名 国内産しじみ 

 

規格 1 尾(3 枚)  規格 100gにつき 

本体価格 
時価 

本体価格 198 円 

税込価格 税込価格 213 円 

商品番号 55 商品名 生するめいか（内臓

取） 

商品番号 59 商品名 バナメイエビ（養殖・

解凍） 

 規格 1 はい 

 

規格 １パック(12尾) 

本体価格 
時価 

本体価格 398 円 

税込価格 税込価格 429 円 

商品番号 56 商品名 はたはた（頭取り）  

 

規格 1 パック 

本体価格 
時価 

税込価格 

 

切り身 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 60 商品名 生銀鮭（養殖・解凍）

切身 

商品番号 61 商品名 生たら切身 

 規格 100g につき  規格 100gにつき 

本体価格 258 円 本体価格 258 円 

税込価格 278 円 税込価格 278 円 

  

   



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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冷凍魚 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 62 商品名 むきえび 商品番号 65 商品名 骨取りさばの味噌煮 

 規格 1袋（１７０ｇ）  規格 （3切・255ｇ） 

本体価格 398円 本体価格 498円 

税込価格 429円 税込価格 537円 

商品番号 63 商品名 シーフードミックス 商品番号 66 商品名 骨取りさばのみぞれ煮 

 規格 1袋（１８０ｇ）  規格 2切×3袋 

本体価格 398円 本体価格 498円 

税込価格 429円 税込価格 537円 

商品番号 64 商品名 さくっとプリプリエビフ
ライ 

商品番号 67 商品名 脂ののったさば一夜干し 

 規格 １１０ｇ（６尾）  規格 1袋（3切） 

本体価格 398円 本体価格 398円 

税込価格 429円 税込価格 429円 

 

魚加工品 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 68 商品名 さば塩焼き 商品番号 72 商品名 ぶり照焼 

 規格 1切れ  規格 1切れ 

本体価格 138円 本体価格 258円 

税込価格 149円 税込価格 278円 

商品番号 69 商品名 さば（姿）焼き 商品番号 73 商品名 おおめまとうだい照焼 

 規格 1尾  規格 1切れ 

本体価格 680円 本体価格 298円 

税込価格 734円 税込価格 321円 

商品番号 70 商品名 鮭塩焼き 商品番号 74 商品名 大隅産うなぎ蒲焼（養殖）

中ハーフカット 

 規格 1切れ  規格 1切れ 

本体価格 200円 本体価格 898円 

税込価格 216円 税込価格 969円 

商品番号 71 商品名 からすかれい照焼  

 規格 1切れ 

本体価格 350円 

税込価格 378円 

 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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塩干魚 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 75 商品名 塩銀鮭（チリ産） 商品番号 82 商品名 開きさんま 

 規格 1 切れ 

 

規格 1パック(2尾) 

本体価格 158 円 本体価格 398 円 

税込価格 170 円 税込価格 429 円 

商品番号 76 商品名 塩ます（甘口） 商品番号 83 商品名 赤かれい若干し 

 規格 1 切れ  規格 １パック(3尾) 

本体価格 138 円 本体価格 398 円 

税込価格 149 円 税込価格 429 円 

商品番号 77 商品名 別格昆布塩さば 商品番号 84 商品名 はたはた若干し 

 規格 2 切れ  規格 １パック(200g) 

本体価格 298 円 本体価格 380 円 

税込価格 321 円 税込価格 410 円 

商品番号 78 商品名 子持ちししゃも 商品番号 85 商品名 無着色 明太子 

 規格 1 パック  規格 1パック(100g) 

本体価格 358 円 本体価格 380 円 

税込価格 386 円 税込価格 410 円 

商品番号 79 商品名 北海道産 いくら

醤油漬（さけ子） 

商品番号 86 商品名 無着色 塩たらこ 

 規格 100g につき  規格 1パック(100g) 

本体価格 1,680 円 本体価格 380 円 

税込価格 1,814 円 税込価格 410 円 

商品番号 80 商品名 いわし若干し（串連

刺し） 

商品番号 87 商品名 しらす干し 

 規格 1 パック  規格 100gにつき 

本体価格 285 円 本体価格 398 円 

税込価格 307 円 税込価格 429 円 

商品番号 81 商品名 開きあじ 商品番号 88 商品名 上乾ちりめん 

 規格 1 パック(3 尾)  規格 1パック(40g) 

本体価格 380 円 本体価格 328 円 

税込価格 410 円 税込価格 354 円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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塩干魚 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号 89 商品名 サーモン西京漬真

空 

商品番号 94 商品名 味付け糸もずく 

 規格 1 パック(2 切れ)  規格 40g×4 

本体価格 458 円 本体価格 298 円 

税込価格 494 円 税込価格 321 円 

商品番号 90 商品名 サーモン粕漬真空 商品番号 95 商品名 朝飯めかぶ 

 規格 1 パック(2 切れ)  規格 35g×3 

本体価格 458 円 本体価格 238 円 

税込価格 494 円 税込価格 257 円 

商品番号 91 商品名 いか塩辛 商品番号 96 商品名 ソフトにしんカット 

 規格 1 パック(100g)  規格 １パック(230g) 

本体価格 298 円 本体価格 338 円 

税込価格 321 円 税込価格 365 円 

商品番号 92 商品名 味付けたら 商品番号 97 商品名 北海道産 上乾身欠

けにしん 

 規格 1 袋(54g)  規格 100gにつき 

本体価格 398 円 本体価格 398 円 

税込価格 429 円 税込価格 429 円 

商品番号 93 商品名 岩手県産 真崎わ

かめ（湯通し塩蔵わ

かめ） 

   

 規格 1 袋(80g) 

本体価格 350 円 

税込価格 378 円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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牛肉 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号100 商品名 牛肉こまぎれ 商品番号 103 商品名 牛もも（かた）きり

おとし 

 産地 国産 

 

産地 九州産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 298円 本体価格 648円 

税込価格 321円 税込価格 699円 

商品番号101 商品名 牛カルビ焼肉用 商品番号 104 商品名 牛肩ロース（ロー

ス）うすぎり 

 産地 九州産  産地 九州産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 798円 本体価格 798円 

税込価格 861円 税込価格 861円 

商品番号102 商品名 牛サーロインステ

ーキ 

 

 産地 九州産 

規格 100gにつき 

本体価格 880円 

税込価格 950円 

 

豚肉 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号105 商品名 豚肉背ロースうす

ぎり 

商品番号 106 商品名 豚肉こまぎれ 

 産地 青森県産 

 

産地 青森県産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 298円 本体価格 168円 

税込価格 321円 税込価格 181円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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豚肉 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号107 商品名 豚肉肩ロースきり

おとし 

商品番号 110 商品名 豚肉ばら焼肉用 

 産地 青森県産  産地 青森県産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 288 円 本体価格 288 円 

税込価格 311 円 税込価格 311 円 

商品番号108 商品名 豚肉背ロース切身 

2 枚(筋切り加工済) 

商品番号 111 商品名 豚肉角切り 

 産地 青森県産  産地 青森県産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 298 円 本体価格 168 円 

税込価格 321 円 税込価格 181 円 

商品番号109 商品名 豚肉背ロースうす

ぎり（生姜焼き） 

 

 産地 青森県産 

規格 100gにつき 

本体価格 298 円 

税込価格 321 円 

 

鶏肉 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号112 商品名 鶏手羽元(ひらき) 商品番号 114 商品名 鶏もも肉唐揚げ用 

 産地 鹿児島県産 

 

産地 鹿児島県産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 138 円 本体価格 178 円 

税込価格 149 円 税込価格 192 円 

商品番号113 商品名 鶏ささみ 商品番号 115 商品名 鶏もも肉焼肉用 

 産地 鹿児島県産  産地 鹿児島県産 

規格 100gにつき 規格 230g 

本体価格 158 円 本体価格 398 円 

税込価格 170 円 税込価格 429 円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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鶏肉 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号116 商品名 鶏むね肉（皮なし） 商品番号 118 商品名 親鶏もも焼肉用 

 産地 鹿児島県産  産地 国産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 98円 本体価格 108円 

税込価格 105円 税込価格 116円 

商品番号117 商品名 鶏もも肉  

 産地 鹿児島県産 

規格 100gにつき 

本体価格 148円 

税込価格 159円 

 

ミンチ ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号119 商品名 国産 牛、豚合び

きミンチ（６：４） 

商品番号 121 商品名 国産とりももミンチ 

 産地 国産  産地 国産 

規格 100gにつき 規格 100gにつき 

本体価格 198円 本体価格 158円 

税込価格 213円 税込価格 170円 

商品番号120 商品名 国産豚肉ミンチ 商品番号 122 商品名 手作り旨味鶏生つみ

れ（12 個入） 

 産地 国産  産地 国産 

規格 100gにつき 規格 250g 

本体価格 158円 本体価格 298円 

税込価格 170円 税込価格 321円 

 

 

  



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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ローストビーフ ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号123 商品名 ローストビーフ 商品番号 124 商品名 ローストポーク 

 

規格 95g 

 

規格 100g 

本体価格 498 円 本体価格 298 円 

税込価格 537 円 税込価格 321 円 

 

ハム、ウィンナーなど ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号125 商品名 ロースハム４Ｐ 商品番号 128 商品名 シャウエッセン（２

個組） 

 メーカー コープ商品  メーカー 日本ハム 

規格 40ｇ×4 規格 127g×2 

本体価格 298 円 本体価格 570 円 

税込価格 321 円 税込価格 615 円 

JANコード 4902220103478 JANコード 4902115379551 

商品番号126 商品名 ハーフベーコン４

Ｐ 

商品番号 129 商品名 香薫あらびきウイン

ナー（２個組） 

 メーカー コープ商品  メーカー プリマハム 

規格 40ｇ×4 規格 90ｇ×2 

本体価格 298 円 本体価格 379 円 

税込価格 213 円 税込価格 409 円 

JANコード 4902220103478 JANコード 4902586246062 

商品番号127 商品名 ポークウインナー 

ブラウンマイスタ

ー２Ｐ 

商品番号 130 商品名 生ハムロース ツイ

ンパック 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 85ｇ×2 規格 96ｇ 

本体価格 328 円 本体価格 298 円 

税込価格 354 円 税込価格 321 円 

JANコード 4902220015160 JANコード 4902220098637 

 

 

  



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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ハム、ウィンナーなど ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号131 商品名 フィッシュソーセ

ージ４本 

商品番号 135 商品名 プチささみフライ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 70ｇ×4本束 規格 275ｇ 

本体価格 248 円 本体価格 398 円 

税込価格 267 円 税込価格 429 円 

JANコード 4902220098507 JANコード 4902220123292 

商品番号132 商品名 ポークビッツ 商品番号 136 商品名 ふっくらジューシー

生ハンバーグ１個 

 メーカー 伊藤ハム  メーカー コープ商品 

規格 71ｇ 規格 100g 

本体価格 218 円 本体価格 138 円 

税込価格 235 円 税込価格 149 円 

JANコード 4901231304881 JANコード 4902220064465 

商品番号133 商品名 朝のフレッシュロ

ー ス ハ ム 食 塩 ２

５％カット＆糖質０ 

商品番号 137 商品名 うずまきロールキャ

ベツ 

 メーカー 伊藤ハム 

 

メーカー コープ商品 

規格 37ｇ×３ 規格 ６個入 

本体価格 318 円 本体価格 458 円 

税込価格 343 円 税込価格 494 円 

JANコード 4901231124748 JANコード 4902220072811 

商品番号134 商品名 朝のフレッシュハ

ーフベーコン食塩

２５％カット糖質０ 

 

 メーカー 伊藤ハム 

規格 37ｇ×３ 

本体価格 318 円 

税込価格 343 円 

JANコード 4901231124762 

 

 

  



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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惣菜 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号138 商品名 ぷりっぷりな小え

び天 

商品番号 144 商品名 北海道産かぼちゃコ

ロッケ 

 規格 5個 

 

規格 1個 

本体価格 298円 本体価格 90円 

税込価格 321円 税込価格 97円 

商品番号139 商品名 
手揚げかき揚げ

野菜 

商品番号 145 商品名 ふくい 100 彩ごはん 

北海道まるごと牛肉

コロッケ 

 

規格 1個  規格 １個 

本体価格 140円 本体価格 90円 

税込価格 151円 税込価格 97円 

商品番号140 商品名 さつまいも天ぷら 商品番号 146 商品名 国産鶏チキンかつ 

 規格 1枚  規格 １枚 

本体価格 100円 本体価格 220円 

税込価格 108円 税込価格 237円 

商品番号141 商品名 ちくわ磯辺天ぷら 商品番号 147 商品名 国産鶏ソースチキン

かつ 

 

規格 1本  規格 1枚 

本体価格 100円 本体価格 220円 

税込価格 108円 税込価格 237円 

商品番号142 商品名 国産鶏の手もみ唐

揚げ 

商品番号 148 商品名 ヒレカツ 

 規格 100g につき  規格 5枚 

本体価格 178円 本体価格 398円 

税込価格 192円 税込価格 429円 

商品番号143 商品名 白身魚の南蛮 商品番号 149 商品名 ソースヒレカツ 

 規格 5個  規格 5枚 

本体価格 330円 本体価格 398円 

税込価格 356円 税込価格 429円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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惣菜 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号150 商品名 国産アジフライ 商品番号 156 商品名 ぜんまい煮 

 規格 1 枚  規格 1パック(約 80g) 

本体価格 150 円 本体価格 158 円 

税込価格 162 円 税込価格 170 円 

商品番号151 商品名 やきとり（ももタ

レ） 

商品番号 157 商品名 具たくさん国産大豆

のうの花 

 規格 3 本  規格 １パック(約 100g)  

本体価格 298 円 本体価格 148 円 

税込価格 321 円 税込価格 159 円 

商品番号152 商品名 黒酢入り酢豚 商品番号 158 商品名 かぼちゃ煮 

 規格 100g につき  規格 １パック(約 100g) 

本体価格 198 円 本体価格 158 円 

税込価格 213 円 税込価格 170 円 

商品番号153 商品名 さくら豚ぎょうざ 商品番号 159 商品名 ほうれん草の胡麻和

え 

 規格 10 個  規格 100gにつき 

本体価格 398 円 本体価格 198 円 

税込価格 429 円 税込価格 213 円 

商品番号154 商品名 昆布巻（北海道産

昆布） 

商品番号 160 商品名 福井県産大豆の煮豆 

 

規格 1 本  規格 1パック(約 100g) 

本体価格 180 円 本体価格 158 円 

税込価格 194 円 税込価格 170 円 

商品番号155 商品名 風味豊かな金平ご

ぼう 

商品番号 161 商品名 クリーミーポテトサ

ラダ 

 規格 1 パック(約 80g)   規格 100gにつき 

本体価格 158 円 本体価格 148 円 

税込価格 170 円 税込価格 159 円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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惣菜 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号162 商品名 スパゲティーサラダ 商品番号 169 商品名 包装おむすび（昆布） 

 規格 1 パック(約 160g)  規格 １個 

本体価格 198 円 本体価格 100 円 

税込価格 213 円 税込価格 108 円 

商品番号163 商品名 マカロニサラダ 商品番号 170 商品名 包装おむすび（鮭） 

 

規格 1 パック(約 160g)   規格 １個 

本体価格 198 円 本体価格 100 円 

税込価格 213 円 税込価格 108 円 

商品番号164 商品名 ミックスフライ弁当 商品番号 171 商品名 たこ焼 

 

規格 1 パック  規格 10個 

本体価格 398 円 本体価格 328 円 

税込価格 429 円 税込価格 354 円 

商品番号165 商品名 白身魚南蛮弁当 商品番号 172 商品名 巻寿司 

 

規格 1 パック  規格 1本 

本体価格 398 円 本体価格 298 円 

税込価格 429 円 税込価格 321 円 

商品番号166 商品名 さくら卵を使った玉

子カツ丼（ロース） 

商品番号 173 商品名 細まき盛合せ（かっぱ 

1本、かんぴょう 1本、

しば漬け 1本） 

 規格 1 パック 

 

規格 1パック 

本体価格 480 円 本体価格 330 円 

税込価格 518 円 税込価格 356 円 

商品番号167 商品名 海老が美味しい海

老天丼 

商品番号 174 商品名 いなり寿司 

 規格 1 パック  規格 4個 

本体価格 398 円 本体価格 198 円 

税込価格 429 円 税込価格 213 円 

商品番号168 商品名 包装おむすび（梅） 商品番号 175 商品名 助六（巻き寿司 4

貫、いなり 4 貫） 

 規格 1個 

 

規格 1パック 

本体価格 100 円 本体価格 350 円 

税込価格 108 円 税込価格 378 円 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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たまご ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号176 商品名 生協のさくらたま

ご 

商品番号 178 商品名 温泉玉子 

 メーカー 土田鶏卵  メーカー 土田鶏卵 

規格 1パック(10個) 規格 1パック(3個) 

本体価格 256 円 本体価格 122 円 

税込価格 276 円 税込価格 131 円 

JANコード 49377804 JANコード 4907058000098 

商品番号177 商品名 生協のさくらたま

ご 

  

 メーカー 土田鶏卵 

規格 1パック(6個) 

本体価格 179 円 

税込価格 193 円 

JANコード 49378344 

 

パン ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号179 商品名 超熟６枚 商品番号 181 商品名 熟成ロイヤル６枚 

 メーカー パスコ  メーカー コープ商品 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 238 円 本体価格 218 円 

税込価格 257 円 税込価格 235 円 

JANコード 4901820161437 JANコード 4902345593314 

商品番号180 商品名 超熟５枚 商品番号 182 商品名 熟成ロイヤル５枚 

 メーカー パスコ  メーカー コープ商品 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 238 円 本体価格 218 円 

税込価格 257 円 税込価格 235 円 

JANコード 4901820161420 JANコード 4902345597732 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号183 商品名 熟成ロイヤル ４

枚 

商品番号 188 商品名 超熟イングリッシュ

マフィン４個 

 メーカー コープ商品  メーカー パスコ 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 218 円 本体価格 190 円 

税込価格 235 円 税込価格 205 円 

JANコード 4902345597718 JANコード 4901820339218 

商品番号184 商品名 超熟３枚 商品番号 189 商品名 ネオレーズンバター

ロール６個 

 メーカー パスコ  メーカー フジパン 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 126 円 本体価格 230 円 

税込価格 136 円 税込価格 248 円 

JANコード 4901820332189 JANコード 4902410209249 

商品番号185 商品名 超熟ロール６個 商品番号 190 商品名 ネオバターロール６

個 

 メーカー パスコ  メーカー フジパン 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 184 円 本体価格 230 円 

税込価格 198 円 税込価格 248 円 

JANコード 4901820340443 JANコード 4902410209744 

商品番号186 商品名 超熟ロールレーズ

ン６個 

商品番号 191 商品名 神戸ハイカラメロン

パン１個 

 メーカー パスコ  メーカー コープ商品 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 199 円 本体価格 108 円 

税込価格 214 円 税込価格 116 円 

JANコード 4901820347244 JANコード 4902345599927 

商品番号187 商品名 超熟サンドイッチ

用１２枚入 

商品番号 192 商品名 神戸ハイカラメロン

パンミニ ４個 

 メーカー パスコ  メーカー コープ商品 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 218 円 本体価格 208 円 

税込価格 235 円 税込価格 224 円 

JANコード 4901820369659 JANコード 4902345593406 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号193 

商品名 薄皮つぶあんぱん

５個 

商品番号 198 商品名 高級ジャムパン 

 メーカー ヤマザキ  メーカー ヤマザキ 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 160 円 本体価格 125 円 

税込価格 172 円 税込価格 135 円 

JANコード 4903110063278 JANコード 4903110080428 

商品番号194 商品名 薄皮クリームパン

５個 

商品番号 199 商品名 ぶどうぱん 

 メーカー ヤマザキ  メーカー フジパン 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 160 円 本体価格 130 円 

税込価格 172 円 税込価格 140 円 

JANコード 4903110084860 JANコード 4902410411987 

商品番号195 商品名 スナックパンチョ

コ８本 

商品番号 200 商品名 ニュ－北海道チ－ズ

蒸しケ－キ 

 メーカー パスコ  メーカー ヤマザキ 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 180 円 本体価格 110 円 

税込価格 194 円 税込価格 118 円 

JANコード 4901820340467 JANコード 4903110185802 

商品番号196 商品名 北海道こしあんパ

ン 

商品番号 201 商品名 ミニクロワッサンシ

ョコラ６個 

 メーカー パスコ  メーカー コープ商品 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 110 円 本体価格 208 円 

税込価格 118 円 税込価格 224 円 

JANコード 4901820421715 JANコード 4902345592966 

商品番号197 商品名 高級つぶあん   

 メーカー ヤマザキ 

規格 1袋 

本体価格 125 円 

税込価格 135 円 

JANコード 4903110029014 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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和菓子 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号202 商品名 おやき 商品番号 207 商品名 スイートポテト 

 メーカー 観山洞  メーカー 馬面昭栄堂 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 111 円 本体価格 158 円 

税込価格 119 円 税込価格 170 円 

JANコード 4957392001039 JANコード 4560143741087 

商品番号203 商品名 串団子たれ３本 商品番号 208 商品名 豆大福 

 メーカー ヤマザキ  メーカー ヤマザキ 

規格 1パック 規格 1個 

本体価格 115 円 本体価格 90 円 

税込価格 124 円 税込価格 97 円 

JANコード 4903110222149 JANコード 4903110225256 

商品番号204 商品名 串団子つぶあん３

本入 

商品番号 209 商品名 吹雪まんじゅう 

 メーカー ヤマザキ  メーカー ヤマザキ 

規格 1パック 規格 1個 

本体価格 115 円 本体価格 90 円 

税込価格 124 円 税込価格 97 円 

JANコード 4903110225065 JANコード 4903110216155 

商品番号205 商品名 串団子すりごまだれ 商品番号 210 商品名 草大福 

 メーカー ヤマザキ  メーカー ヤマザキ 

規格 1パック 規格 1個 

本体価格 115 円 本体価格 90 円 

税込価格 124 円 税込価格 97 円 

JANコード 4903110145516 JANコード 4903110205111 

商品番号206 商品名 三色団子３本入 商品番号 211 商品名 黒糖まんじゅう 

 メーカー ヤマザキ  メーカー ヤマザキ 

規格 1パック 規格 1個 

本体価格 115 円 本体価格 90 円 

税込価格 124 円 税込価格 97 円 

JANコード 4903110227540 JANコード 4903110216186 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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和菓子 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号212 商品名 焼菓子ミックス５

個入り 

商品番号 214 商品名 味わいカステラ６切

れ 

 メーカー ヤマザキ  メーカー コープ商品 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 380 円 本体価格 288 円 

税込価格 410 円 税込価格 311 円 

JANコード 4903110174738 JANコード 4902345597138 

商品番号213 商品名 なごやん５個 商品番号 215 商品名 生こもち４００ｇ 

 メーカー パスコ  メーカー 新珠 

規格 1袋 規格 1袋 

本体価格 375 円 本体価格 550 円 

税込価格 405 円 税込価格 594 円 

JANコード 4901820338693 JANコード 4970560000016 

 

和日配 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号216 商品名 おたとうふ 300g 商品番号 218 商品名 かたぁーい絹 300g 

 メーカー ウスヤ食品  メーカー 椿き家食品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 138 円 本体価格 96 円 

税込価格 149 円 税込価格 103 円 

JANコード 4970486000121 JANコード 4965918000084 

商品番号217 商品名 なめらか絹 150g×

3 

商品番号 219 商品名 もめんとうふ 300g 

 メーカー ギトー食品  メーカー ウスヤ食品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 132 円 本体価格 143 円 

税込価格 142 円 税込価格 154 円 

JANコード 4972876455986 JANコード 4970486000145 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 
また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
 

 23  

商品番号220 商品名 焼とうふ３００ｇ 商品番号 225 商品名 中あげ１枚（150g） 

 メーカー ウスヤ食品 

 

メーカー 横須賀屋食品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 153 円 本体価格 128 円 

税込価格 165 円 税込価格 138 円 

JAN コード 4970486000152 JAN コード 4956445018086 

商品番号221 商品名 木綿２回分１５０

ｇｘ２ 

商品番号 226 商品名 昔造りお揚げ１枚 

 メーカー さとの雪  メーカー ギトー食品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 141 円 本体価格 112 円 

税込価格 152 円 税込価格 120 円 

JAN コード 4973652024761 JAN コード 4972876456785 

商品番号222 商品名 やさしくとろける

ケンちゃん１００

ｇ×３ 

商品番号 227 商品名 北海道産大豆の小粒

納豆４５ｇ×３個入 

 メーカー 男前豆腐店  メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 151 円 本体価格 128 円 

税込価格 163 円 税込価格 138 円 

JAN コード 4560279104060 JAN コード 4902220078806 

商品番号223 商品名 うす揚げ１枚 商品番号 228 商品名 国産ひきわり納豆

40ｇ×3 北海道産 

 メーカー ウスヤ食品 

 

メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 116 円 本体価格 128 円 

税込価格 125 円 税込価格 138 円 

JAN コード 4970486000039 JAN コード 4902220154722 

商品番号224 商品名 厚あげ３００ｇ 商品番号 229 商品名 朝めし太郎カップ４

０ｇ×３ 

 メーカー ウスヤ食品  メーカー あづま食品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 196 円 本体価格 128 円 

税込価格 211 円 税込価格 138 円 

JAN コード 4970486000015 JAN コード 4970030612619 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号230 商品名 県産大豆中粒納豆

４０ｇｘ３ 

商品番号 235 商品名 さしみこんにゃく（のりしょ

うゆたれ付）１１８ｇ 

 メーカー 小金屋食品  メーカー コープ商品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 113 円 本体価格 128 円 

税込価格 122 円 税込価格 138 円 

JANコード 4971642000351 JANコード 4902220134281 

商品番号231 商品名 しらたき２５０ｇ 商品番号 236 商品名 まるたけ禅のところ

てん１５０ｇ 

 メーカー まるたけ食品  メーカー まるたけ食品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 94 円 本体価格 98 円 

税込価格 101 円 税込価格 105 円 

JANコード 4904569041909 JANコード 4904569001248 

商品番号232 商品名 生芋ミニ板こんに

ゃく１５０ｇ 

商品番号 237 商品名 国産ひとくち小結こ

んにゃく８個(175g) 

 メーカー コープ商品  メーカー マルイシフーズ 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 68 円 本体価格 218 円 

税込価格 73 円 税込価格 235 円 

JANコード 4589542270509 JANコード 4978793002029 

商品番号233 商品名 糸こんにゃく２５

０ｇ 

商品番号 238 商品名 生くずきり２００ｇ 

 メーカー まるたけ食品  メーカー 矢野食品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 94 円 本体価格 132 円 

税込価格 101 円 税込価格 142 円 

JANコード 4904569041886 JANコード 4903174202552 

商品番号234 商品名 平こんにゃく２５

０ｇ 

商品番号 239 商品名 雪ちゃんこうじ味噌

こし１ｋｇ 

 メーカー まるたけ食品  メーカー 日本海みそ 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 94 円 本体価格 379 円 

税込価格 101 円 税込価格 409 円 

JANコード 4904569041893 JANコード 4902116110047 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 
また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号240 商品名 雪ちゃんこうじ味

噌つぶ１ｋｇ 

商品番号 245 商品名 ごま昆布８１ｇ 

 メーカー 日本海みそ 

 

メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 379 円 本体価格 158 円 

税込価格 409 円 税込価格 170 円 

JAN コード 4902116110030 JAN コード 4902220126132 

商品番号241 商品名 だし入りみそ 750g 商品番号 246 商品名 辛子昆布１０４ｇ 

 メーカー コープ商品  メーカー 宇都宮商店 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 189 円 本体価格 248 円 

税込価格 204 円 税込価格 267 円 

JAN コード 4902220502400 JAN コード 4964782106038 

商品番号242 商品名 酢みそ １ ２ ０ｇ

（からし酢みそ、

田楽みそ） 

商品番号 247 商品名 きんとき豆１３０ｇ 

 メーカー イチビキ  メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 122 円 本体価格 158 円 

税込価格 131 円 税込価格 170 円 

JAN コード 4901011542472 JAN コード 4902220149612 

商品番号243 商品名 白和えの素 150g 商品番号 248 商品名 こんぶ豆 １６２ｇ 

 メーカー 堂本食品  メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 199 円 本体価格 158 円 

税込価格 214 円 税込価格 170 円 

JAN コード 4904566281834 JAN コード 4902220149629 

商品番号244 商品名 丹波黒黒豆 133g 商品番号 249 商品名 さつまいもの甘煮≪

西≫９０ｇ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 298 円 本体価格 128 円 

税込価格 321 円 税込価格 138 円 

JAN コード 4902220117697 JAN コード 4902220093991 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 
また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号250 商品名 里いも土佐煮 ９

０ｇ 

商品番号 255 商品名 おは漬１８０ｇ 

 メーカー コープ商品  メーカー ダイヤ食品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 128 円 本体価格 208 円 

税込価格 138 円 税込価格 224 円 

JAN コード 4902220184446 JAN コード 4904744010102 

商品番号251 商品名 もう一品 ポテト

サラダ １１０ｇ 

商品番号 256 商品名 越前しぼり１本 

 メーカー ヤマザキ  メーカー 渡辺漬物 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 155 円 本体価格 275 円 

税込価格 167 円 税込価格 297 円 

JAN コード 4979822261264 JAN コード 4903627811225 

商品番号252 商品名 熟うま辛キムチ３

２０ｇ 

商品番号 257 商品名 あっさり漬 

きゅうり 

 メーカー 東海漬物 

 

メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 379 円 本体価格 238 円 

税込価格 409 円 税込価格 257 円 

JAN コード 4902175120056 JAN コード 4970543010704 

商品番号253 商品名 和風キムチ ３７

０ｇ 

商品番号 258 商品名 九州農産 

たくあん 1 本 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 284 円 本体価格 237 円 

税込価格 306 円 税込価格 255 円 

JAN コード 4902220152285 JAN コード 4972523022202 

商品番号254 商品名 ピリッと旨味ゆず

白菜漬２００ｇ 

商品番号 259 商品名 三年子花らっきょう

８０ｇ 

 メーカー コープ商品  メーカー 三里浜 

規格 1 個 規格 1 個 

本体価格 158 円 本体価格 284 円 

税込価格 170 円 税込価格 306 円 

JAN コード 4902220153121 JAN コード 4908501551143 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号260 商品名 梅干しそ １４０

ｇ 

商品番号 265 商品名 おいしいちくわ４本 

 メーカー コープ商品  メーカー 安田蒲鉾 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 258 円 本体価格 178 円 

税込価格 278 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220005444 JANコード 4903121048530 

商品番号261 商品名 しそ小梅１００ｇ 商品番号 266 商品名 ロイヤルカリブ７０

ｇ（５本） 

 メーカー 福梅   メーカー コープ商品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 448 円 本体価格 178 円 

税込価格 483 円 税込価格 192 円 

JANコード 4993134001073 JANコード 4589542270394 

商品番号262 商品名 カレー用福神漬 

１２０ｇ 

商品番号 267 商品名 はんぺん３枚 

 メーカー コープ商品  メーカー 安田蒲鉾 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 100 円 本体価格 178 円 

税込価格 108 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220171866 JANコード 4903121048516 

商品番号263 商品名 きざみしょうが６

５ｇ 

商品番号 268 商品名 ごぼう天３本 

 メーカー コープ商品  メーカー 安田蒲鉾 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 105 円 本体価格 178 円 

税込価格 113 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220152780 JANコード 4903121048523 

商品番号264 商品名 きゅうりのキュー

ちゃん １００ｇ 

商品番号 269 商品名 加賀揚１００ｇ 

 メーカー 東海漬物  メーカー スギヨ 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 131 円 本体価格 158 円 

税込価格 141 円 税込価格 170 円 

JANコード 4902175307099 JANコード 4901737832451 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号270 商品名 シャキシャキピリ

辛ごぼう ９０ｇ 

商品番号 275 商品名 越前そば（ゆで）１

５０ｇ 

 メーカー 安田蒲鉾  メーカー 双葉 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 148 円 本体価格 98 円 

税込価格 159 円 税込価格 105 円 

JANコード 4903121112378 JANコード 4976892500699 

商品番号271 商品名 蒲鉾赤９０ｇ 商品番号 276 商品名 焼そば１５０ｇ 

 メーカー 安田蒲鉾  メーカー 双葉 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 188 円 本体価格 78 円 

税込価格 203 円 税込価格 84 円 

JANコード 4903121048547 JANコード 4976892500705 

商品番号272 商品名 蒲鉾焼９０ｇ 商品番号 277 商品名 マルちゃん焼きそば

３人前（ソース付） 

 メーカー 安田蒲鉾  メーカー 東洋水産 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 188 円 本体価格 275 円 

税込価格 203 円 税込価格 297 円 

JANコード 4903121048554 JANコード 4901990044059 

商品番号273 商品名 調理済おでん ７

種７個 

商品番号 278 商品名 越前そば極太 ３人

前 

 メーカー コープ商品  メーカー 武生製麺 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 238 円 本体価格 398 円 

税込価格 257 円 税込価格 429 円 

JANコード 4902220135417 JANコード 4974606004365 

商品番号274 商品名 うどん（ゆで）２０

０ｇ 

商品番号 279 商品名 ３玉うどん１８０ｇ

ｘ３ 

 メーカー 石塚商店  メーカー 名城食品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 75 円 本体価格 243 円 

税込価格 81 円 税込価格 262 円 

JANコード 4970602200824 JANコード 4977890143543 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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JANコード 4548780537959        

商品番号280 商品名 中華楼２６０ｇ 商品番号 286 商品名 たまごどうふ  

 メーカー 名城食品  メーカー コープ商品 

規格 1個 規格 ８０ｇ×３個 

本体価格 168 円 本体価格 108 円 

税込価格 181 円 税込価格 116 円 

JANコード 4977890112297 JANコード 4902220090723 

商品番号281 商品名 太麺らーめん 商品番号 287 商品名 越前庵懐石金胡麻どうふ 

 メーカー ハチバン  メーカー ふじや 

規格 塩・味噌・醤油各 2入り 規格 ８０ｇ×２ 

本体価格 298 円 本体価格 198 円 

税込価格 321 円 税込価格 213 円 

JANコード 4950032813207 JANコード 4902678101989 

商品番号282 商品名 冷し中華１食 商品番号 288 商品名 松茸入り茶碗蒸し 

 メーカー 石塚  メーカー ふじや食品 

規格 1個 規格 1個(１３０ｇ) 

本体価格 94 円 本体価格 98 円 

税込価格 101 円 税込価格 105 円 

JANコード 4970602000059 JANコード 4902678302814 

商品番号283 商品名 もりおか冷麺  商品番号 289 商品名 福井のうまい餃子 

 メーカー 戸田久  メーカー 宇都宮商店 

規格 ２食(３６０ｇ) 規格 １０粒 

本体価格 328 円 本体価格 246 円 

税込価格 354 円 税込価格 265 円 

JANコード 4975007823852 JANコード 4964782100814 

商品番号284 商品名 うどんそばつゆ 商品番号 290 商品名 チルドシウマイ 

 メーカー 双葉  メーカー 楽陽食品 

規格 1個(２８０ｍｌ) 規格 １2粒 

本体価格 78 円 本体価格 138 円 

税込価格 84 円 税込価格 149 円 

JANコード 4976892022023 JANコード 4903332010630 

商品番号285 商品名 焼うどん香ばし醤油味  

 メーカー 日清 

規格 １７０ｇ×２ 

本体価格 200 円 

税込価格 216 円 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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バター、チーズ類 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号291 商品名 ミックスチーズ 商品番号 295 商品名 ６Ｐチーズ 

 メーカー コープ商品 

 

メーカー コープ商品 

規格 180g 規格 １０８ｇ（６個） 

本体価格 318 円 本体価格 237 円 

税込価格 343 円 税込価格 255 円 

JANコード 4902220066766 JANコード 4902220330898 

商品番号292 商品名 とろけるスライス 商品番号 296 商品名 ベビーチーズ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １２６ｇ（７枚） 規格 ６０ｇ（４個） 

本体価格 189 円 本体価格 138 円 

税込価格 204 円 税込価格 149 円 

JANコード 4902220331031 JANコード 4902220331598 

商品番号293 商品名 スライスチーズ 商品番号 297 商品名 生協バター 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １２６ｇ（７枚） 規格 ２００ｇ 

本体価格 189 円 本体価格 398 円 

税込価格 204 円 税込価格 429 円 

JANコード 4902220330966 JANコード 4902220339341 

商品番号294 商品名 ＮＥＷソフトマー

ガリン 

商品番号 298 商品名 生協バター（食塩不

使用） 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３００ｇ 規格 ２００ｇ 

本体価格 180 円 本体価格 438 円 

税込価格 194 円 税込価格 473 円 

JANコード 49521948 JANコード 4902220330454 

   



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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洋日配 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号299 商品名 大山ヨーグルト 商品番号 303 商品名 プロビオヨーグルト

ＬＧ２１  

 メーカー コープ商品  メーカー 明治 

規格 ７０ｇ×３個 規格 １１２ｇ      

本体価格 108 円 本体価格 133 円 

税込価格 116 円 税込価格 143 円 

JANコード 4902220019106 JANコード 49722741 

商品番号300 商品名 プレーンヨーグル

ト脂肪０（ゼロ） 

商品番号 304 商品名 ダノンビオ脂肪〇プ

レーン砂糖不使用 

 メーカー コープ商品  メーカー ダノン 

規格 ４５０ｇ 規格 ７５ｇ×４ 

本体価格 158 円 本体価格 218 円 

税込価格 170 円 税込価格 235 円 

JANコード 4902220252299 JANコード 4901112600859 

商品番号301 商品名 プレーンヨーグル

トビフィズス 

商品番号 305 商品名 ダノンビオプレーン

砂糖不使用 

 メーカー コープ商品  メーカー ダノン 

規格 ４００ｇ 規格 ７５ｇ×４ 

本体価格 178 円 本体価格 218 円 

税込価格 192 円 税込価格 235 円 

JANコード 4902220172313 JANコード 4901112600835 

商品番号302 商品名 Ｒ－１ヨーグルト            商品番号 306 商品名 ブルガリアヨーグル

ト芳醇いちご 

 メーカー 明治  メーカー 明治 

規格 １１２ｇ 規格 ７５ｇ×４ 

本体価格 133 円 本体価格 237 円 

税込価格 143 円 税込価格 255 円 

JANコード 49722000 JANコード 49720464 

   



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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洋日配 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号307 商品名 バニラヨーグルト 商品番号 312 商品名 フルーツ 白桃ゼリ

ー 

 メーカー 日本ルナ  メーカー コープ商品 

規格 １００ｇｘ３ 規格 １８５ｇ 

本体価格 265 円 本体価格 118 円 

税込価格 286 円 税込価格 127 円 

JANコード 4971777022365 JANコード 4902220091881 

商品番号308 商品名 新鮮卵のこんがり

焼プリン  

商品番号 313 商品名 コーヒーゼリー 

 メーカー オハヨー  メーカー 雪印メグ 

規格 ６８ｇ×４ 規格 1個 

本体価格 318 円 本体価格 93 円 

税込価格 343 円 税込価格 100 円 

JANコード 4970020063926 JANコード 49838503 

商品番号309 商品名 焼きプリン  商品番号 314 商品名 らくらくホイップ 

 メーカー 森永  メーカー トーラク 

規格 １４０ｇ４００ｇ 規格 ２２０ｍｌ 

本体価格 130 円 本体価格 230 円 

税込価格 140 円 税込価格 248 円 

JANコード 49410150 JANコード 4902053118243 

商品番号310 商品名 フルーツみかんゼリー 商品番号 315 商品名 ホイップ植物性脂肪４０％ 

 メーカー コープ商品  メーカー 雪印メグ 

規格 １８５ｇ 規格 ２００ｍｌ 

本体価格 118 円 本体価格 190 円 

税込価格 127 円 税込価格 205 円 

JANコード 4902220091874 JANコード 4908011540231 

商品番号311 商品名 フルーツミックスゼリー 商品番号 316 商品名 ラ・ピッツァマルゲリータ  

 メーカー コープ商品  メーカー 伊藤ハム 

規格 １８５ｇ 規格 １枚 

本体価格 118 円 本体価格 398 円 

税込価格 127 円 税込価格 429 円 

JANコード 4902220091867 JANコード 4901231507312 

   



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 

 

 33  

洋日配 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号317 商品名 ラピッツア アル

トバウエルン 

商品番号 319 商品名 コーンクリームポタ

ージュ裏ごし 

 メーカー 伊藤ハム  メーカー 名酪 

規格 1個 規格 ９００ｇ 

本体価格 398 円 本体価格 323 円 

税込価格 429 円 税込価格 348 円 

JANコード 4901231051983 JANコード 4902188228091 

商品番号318 商品名 コーンクリームポ

タージュ粒入り 

商品番号 320 商品名 ピザソース 

 メーカー 名酪  メーカー カゴメ 

規格 ９００ｇ 規格 ２００ｇ 

本体価格 323 円 本体価格 237 円 

税込価格 348 円 税込価格 255 円 

JANコード 4902188228107 JANコード 4901306039373 

 

牛乳 ジュース類 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号321 商品名 ハーツ福井県産牛

乳１０００ｍｌ 

商品番号 323 商品名 おいしい牛乳２００

ｍｌ 

 メーカー   メーカー 明治 

規格 1本 規格 1本 

本体価格 215 円 本体価格 116 円 

税込価格 232 円 税込価格 125 円 

JANコード 4908014012841 JANコード 49721119 

商品番号322 商品名 ハーツ福井県産牛

乳５００ｍｌ 

商品番号 324 商品名 おいしい牛乳 １２

５ｍｌ×３ 

 メーカー   メーカー 明治 

規格 1本 規格 1本 

本体価格 138 円 本体価格 209 円 

税込価格 149 円 税込価格 225 円 

JANコード 4908014012803 JANコード 49408164 

   



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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牛乳 ジュース類 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号325 商品名 ラブ１０００ｍｌ 商品番号 330 商品名 国産大豆の無調整豆乳  

 メーカー 明治  メーカー コープ商品 

規格 1本 規格 １０００ｍｌ 

本体価格 230 円 本体価格 238 円 

税込価格 248 円 税込価格 257 円 

JANコード 4902705094505 JANコード 4902220015993 

商品番号326 商品名 おいしい低脂肪乳  商品番号 331 商品名 国産大豆の無調整豆乳  

 メーカー 明治  メーカー コープ商品 

規格 ９００ｍｌ 規格 ２００ｍｌ 

本体価格 274 円 本体価格 75 円 

税込価格 295 円 税込価格 81 円 

JANコード 4902705006287 JANコード 4902220012435 

商品番号327 商品名 のむヨーグルト 商品番号 332 商品名 野菜 果実ジュース 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ９００ｇ 規格 １０００ｍｌ 

本体価格 248 円 本体価格 170 円 

税込価格 267 円 税込価格 183 円 

JANコード 4902220116195 JANコード 4902220075423 

商品番号328 商品名 有機豆乳（無調整） 商品番号 333 商品名 アップルジュース 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ９００ｍｌ 規格 １０００ｍｌ 

本体価格 198 円 本体価格 178 円 

税込価格 213 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220240906 JANコード 4902220094547 

商品番号329 商品名 国産大豆の調製豆

乳 

商品番号 334 商品名 オレンジジュース 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ９００ｍｌ 規格 １０００ｍｌ 

本体価格 238 円 本体価格 178 円 

税込価格 257 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220012527 JANコード 4902220241132 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号335 商品名 アップルジュース  商品番号 340 商品名 ミックスキャロット  

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２００ｍｌ 規格 １０００ｍｌ≪紙≫ 

本体価格 70 円 本体価格 328 円 

税込価格 75 円 税込価格 354 円 

JANコード 4902220364084 JANコード 4902220157679 

商品番号336 商品名 オレンジジュース 商品番号 341 商品名 濃いトマトジュース食

塩無添加(濃縮還元)  

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２００ｍｌ 規格 ９００ｇ 

本体価格 70 円 本体価格 198 円 

税込価格 75 円 税込価格 213 円 

JANコード 4902220364077 JANコード 4902220027743 

商品番号337 商品名 トマトジュース食

塩無添加  

商品番号 342 商品名 ただの炭酸水（天然

水使用） 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ９００ｇ 規格 500mlペットボトル 

本体価格 188 円 本体価格 80 円 

税込価格 203 円 税込価格 86 円 

JANコード 4902220068692 JANコード 4902220360277 

商品番号338 商品名 ミックスキャロット  商品番号 343 商品名 みんなのソーダ  

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １２５ｍｌ 規格 ２００ｇ缶 

本体価格 75 円 本体価格 50 円 

税込価格 81 円 税込価格 54 円 

JANコード 4902220092871 JANコード 4902220365166 

商品番号339 商品名 ミックスキャロット  商品番号 344 商品名 カルピスウォーター  

 メーカー コープ商品  メーカー アサヒ 

規格 ２００ｍｌ 規格 ５００ｍｌ 

本体価格 90 円 本体価格 100 円 

税込価格 97 円 税込価格 108 円 

JANコード 4902220105946 JANコード 4901340689213 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号345 商品名 三ツ矢サイダー 商品番号 351 商品名 ポカリスエット 

 メーカー アサヒ  メーカー 大塚製薬 

規格 ５００ｍｌ 規格 ５００ｍｌ 

本体価格 100 円 本体価格 118 円 

税込価格 108 円 税込価格 127 円 

JANコード 4514603263213 JANコード 45019517 

商品番号346 商品名 アクエリアス 商品番号 352 商品名 グリーンスムージー 

 メーカー コカコーラ  メーカー コープ商品 

規格 ５００ｍｌ 規格 １２５ｍｌ 

本体価格 100 円 本体価格 85 円 

税込価格 108 円 税込価格 91 円 

JANコード 4902102069359 JANコード 4902220772865 

商品番号347 商品名 コカコーラ 商品番号 353 商品名 雪印コーヒー 

 メーカー コカコーラ  メーカー 雪印メグ 

規格 ５００ｍｌ 規格 １０００ｍｌ 

本体価格 100 円 本体価格 178 円 

税込価格 108 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902102072618 JANコード 4908011532403 

商品番号348 商品名 コカコーラゼロ 商品番号 354 商品名 アイスコーヒー無糖 

 メーカー コカコーラ  メーカー コープ商品 

規格 ５００ｍｌ 規格 １０００ｍｌ 

本体価格 100 円 本体価格 125 円 

税込価格 108 円 税込価格 135 円 

JANコード 4902102084178 JANコード 4902220088072 

商品番号349 商品名 ジンジャエール 商品番号 355 商品名 アイスコーヒー加糖 

 メーカー コカコーラ  メーカー コープ商品 

規格 ５００ｍｌ 規格 １０００ｍｌ 

本体価格 100 円 本体価格 125 円 

税込価格 108 円 税込価格 135 円 

JANコード 4902102077354 JANコード 4902220088065 

商品番号350 商品名 ファンタグレープ 商品番号 356 商品名 カフェオーレ 

 メーカー コカコーラ  メーカー グリコ 

規格 ５００ｍｌ 規格 １８０ｍｌ 

本体価格 100 円 本体価格 105 円 

税込価格 108 円 税込価格 113 円 

JANコード 4902102076579        JANコード 4971666409710 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号357 商品名 マウントレーニア

カフェラッテ 

商品番号 361 商品名 Ｒ－１ヨーグルトド

リンクタイプ低糖・

低カロリー 

 メーカー 森永  メーカー 明治 

規格 ２４０ｍｌ 規格 １本 

本体価格 150 円 本体価格 133 円 

税込価格 162 円 税込価格 143 円 

JANコード 4902720116213 JANコード 49722499 

商品番号358 商品名 野菜生活 一日こ

れ一本 

商品番号 362 商品名 プロビオ ＬＧ２１

ドリンク 低糖・低Ｃ 

 メーカー カゴメ  メーカー コープ商品 

規格 ２００ｍｌ 規格 １１２ｍｌ 

本体価格 103 円 本体価格 133 円 

税込価格 111 円 税込価格 143 円 

JANコード 4902720116244 JANコード 49722109 

商品番号359 商品名 ヤクルト 商品番号 363 商品名 プロビオ ＬＧ２１

ドリンクタイプ 

 メーカー ヤクルト  メーカー 雪印メグ 

規格 5本パック(65ml×5) 規格 １１２ｍｌ 

本体価格 200 円 本体価格 133 円 

税込価格 216 円 税込価格 143 円 

JANコード 4903080988960 JANコード 49722048 

商品番号360 商品名 Ｒ－１ヨーグルト

ドリンクタイプ 

 

 メーカー 明治 

規格 １１２ｍｌ 

本体価格 133 円 

税込価格 143 円 

JANコード 49722079 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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お茶 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号364 商品名 あじわい玄米茶 商品番号 369 商品名 緑茶 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ５２５ｍｌ 規格 ２Ｌ 

本体価格 68 円 本体価格 138 円 

税込価格 73 円 税込価格 149 円 

JANコード 4902220138586 JANコード 4902220771646 

商品番号365 商品名 まろやかほうじ茶 商品番号 370 商品名 緑茶 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ５２５ｍｌ 規格 ５２５ｍｌ 

本体価格 68 円 本体価格 68 円 

税込価格 73 円 税込価格 73 円 

JANコード 4902220172412 JANコード 4902220011322 

商品番号366 商品名 麦茶 商品番号 371 商品名 有機緑茶 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ６００ｍｌ 規格 ５００ｍｌ 

本体価格 78 円 本体価格 98 円 

税込価格 84 円 税込価格 105 円 

JANコード 4902220772490 JANコード 4902220028078 

商品番号367 商品名 麦茶(六条大麦使用） 商品番号 372 商品名 グリーンルイボステ

ィー 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２Ｌ 規格 ５００ｍｌ 

本体価格 138 円 本体価格 88 円 

税込価格 149 円 税込価格 95 円 

JANコード 4902220773091 JANコード 4902220159116 

商品番号368 商品名 抹茶入りにごり緑

茶 

商品番号 373 商品名 ハト麦ブレンド茶ノ

ンカフェイン 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ５２５ｍｌ 規格 ６００ｍｌ 

本体価格 68 円 本体価格 78 円 

税込価格 73 円 税込価格 84 円 

JANコード 4902220016341 JANコード 4902220773084 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号374 商品名 ハト麦入りさわや

かブレンド茶ノン

カフェイン 

商品番号 379 商品名 爽健美茶 

 メーカー コープ商品  メーカー コカコーラ 

規格 ２Ｌ 規格 ６００ｍｌ 

本体価格 138 円 本体価格 100 円 

税込価格 149 円 税込価格 108 円 

JANコード 4902220365302 JANコード 4902102119443 

商品番号375 商品名 烏龍茶 商品番号 380 商品名 おーいお茶濃い茶

（機能性） 

 メーカー コープ商品  メーカー 伊藤園 

規格 ２Ｌ 規格 ６００ｍｌ 

本体価格 138 円 本体価格 98 円 

税込価格 149 円 税込価格 105 円 

JANコード 4902220771660 JANコード 4901085002605 

商品番号376 商品名 烏龍茶 商品番号 381 商品名 おーいお茶緑茶 

 メーカー コープ商品  メーカー 伊藤園 

規格 ５２５ｍｌ 規格 ６００ｍｌ 

本体価格 68 円 本体価格 98 円 

税込価格 73 円 税込価格 105 円 

JANコード 4902220016389 JANコード 4901085003800 

商品番号377 商品名 綾鷹 商品番号 382 商品名 健康ミネラルむぎ茶 

 メーカー コカコーラ  メーカー 伊藤園 

規格 ５２５ｍｌ 規格 ６００ｍｌ 

本体価格 100 円 本体価格 95 円 

税込価格 108 円 税込価格 102 円 

JANコード 4902102107648 JANコード 4901085181843 

商品番号378 商品名 綾鷹茶葉のあまみ  

  メーカー コカコーラ 

規格 ５２５ｍｌ 

本体価格 100 円 

税込価格 108 円 

JANコード 4902102134187 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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インスタント食品 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号383 商品名 ミニうどんミニき

ざみきつね 

商品番号 387 商品名 コープヌードルカレ

ー 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 198 円 本体価格 138 円 

税込価格 213 円 税込価格 149 円 

JANコード 4902220064984 JANコード 4902220297771 

商品番号384 商品名 ミニヌ～ドルミニ

しょうゆ 

商品番号 388 商品名 コープヌードルシー

フード 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 1個 規格 1個 

本体価格 198 円 本体価格 138 円 

税込価格 213 円 税込価格 149 円 

JANコード 4902220064977 JANコード 4902220297535 

商品番号385 商品名 おいしいご飯 商品番号 389 商品名 コープヌードルしょ

うゆ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 5 個入り 規格 1個 

本体価格 548 円 本体価格 138 円 

税込価格 591 円 税込価格 149 円 

JANコード 4902220303489 JANコード 4902220296361 

商品番号386 商品名 スライスもち 商品番号 390 商品名 コープヌードル白ご

ま担々麺 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ９０ｇ×２ 規格 1個 

本体価格 198 円 本体価格 138 円 

税込価格 213 円 税込価格 149 円 

JANコード 4902220790609 JANコード 4902220012541 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号391 商品名 たまごスープ 商品番号 396 商品名 マルちゃん赤いきつ

ねうどんカップ 

 メーカー コープ商品  メーカー 東洋水産 

規格 １０食入 規格 1個 

本体価格 548 円 本体価格 188 円 

税込価格 591 円 税込価格 203 円 

JANコード 4902220504329 JANコード 4901990527866 

商品番号392 商品名 たまごスープ 商品番号 397 商品名 カップヌードル 

 メーカー コープ商品  メーカー 日清 

規格 ５食入 規格 1個 

本体価格 298 円 本体価格 178 円 

税込価格 321 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220503261 JANコード 49698626 

商品番号393 商品名 レトルトビーフカ

レー中辛 

商品番号 398 商品名 カップヌードルシー

フード 

 メーカー コープ商品  メーカー 日清 

規格 １８０ｇ×３個

パック 

規格 
1個 

本体価格 98 円 本体価格 178 円 

税込価格 105 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220137541 JANコード 49698633 

商品番号394 商品名 粒入りコーンスー

プカップ  

商品番号 399 商品名 どん兵衛きつねうど

んカップ 

 メーカー コープ商品  メーカー 日清 

規格 ８袋入 規格 1個 

本体価格 298 円 本体価格 178 円 

税込価格 321 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220015085 JANコード 4902105002674 

商品番号395 商品名 松茸の味お吸いも

の 

商品番号 400 商品名 どん兵衛きつねうど

んカップミニ 

 メーカー 永谷園  メーカー 日清 

規格 ４袋入 規格 1個 

本体価格 128 円 本体価格 118 円 

税込価格 138 円 税込価格 127 円 

JANコード 4902388011202 JANコード 49698510 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 
また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号401 商品名 焼そばＵＦＯカッ

プ 

商品番号 402 商品名 いちほまれごはん

（レトルト） 

 メーカー 日清 

 

メーカー 福井パールライス 

規格 １個 規格 180g×３個パック 

本体価格 178 円 本体価格 358 円 

税込価格 192 円 税込価格 386 円 

JAN コード 4902105022122 JAN コード 4908507252020 

 

お米 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号403 商品名 福井県産ふるさと

コシヒカリ 

商品番号 406 商品名 福井県産いちほまれ

無洗米 

 メーカー 福井県米穀  メーカー 福井パールライス 

規格 ５ｋｇ 規格 ５ｋｇ 

本体価格 2,380 円 本体価格 2,580 円 

税込価格 2,570 円 税込価格 2,786 円 

JAN コード 4984125010051 JAN コード 4908507419027 

商品番号404 商品名 福井県産コシヒカ

リ無洗米 

商品番号 407 商品名 福井県産ふるさとコ

シヒカリ 

 メーカー 福井パールライス  メーカー 福井県米穀 

規格 ５ｋｇ 規格 ２ｋｇ 

本体価格 2,480 円 本体価格 1,080 円 

税込価格 2,678 円 税込価格 1,166 円 

JAN コード 4908507162022 JAN コード 4984125010020 

商品番号405 商品名 福井県産いちほま

れ 

商品番号 408 商品名 福井県産いちほまれ 

 メーカー 福井県米穀  メーカー 福井県米穀 

規格 ５ｋｇ 規格 ２ｋｇ 

本体価格 2,480 円 本体価格 1,080 円 

税込価格 2,678 円 税込価格 1,166 円 

JAN コード 4984125007051 JAN コード 4984125007020 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号409 商品名  

国内産もち精米 

商品番号411 商品名 胚芽押麦 

 メーカー 福井県米穀  メーカー 福井県産 

規格 ３ｋｇ 規格 ８００ｇ 

本体価格 1,680 円 本体価格 298 円 

税込価格 1,814 円 税込価格 321 円 

JANコード 4984125600030 JANコード 4902220003945 

商品番号410 商品名 もち麦 商品番号412 商品名 おいしい雑穀十五穀 

 メーカー コープ商品  メーカー 福井県産 

規格 ８００ｇ 規格 １０袋 

本体価格 398 円 本体価格 498 円 

税込価格 429 円 税込価格 537 円 

JANコード 4902220004805 JANコード 4902220000227 

 

お菓子 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号413 商品名 ポテトチップスう

すしお 

商品番号 416 商品名 田舎のおかき 

 メーカー カルビー  メーカー 岩塚製菓 

規格 ６０ｇ 規格 ９本 

本体価格 142 円 本体価格 189 円 

税込価格 153 円 税込価格 204 円 

JANコード 4901330504250 JANコード 4901037388900 

商品番号414 商品名 カルビーかっぱえ

びせん 

商品番号 417 商品名 堅ぶつ 

 メーカー カルビー  メーカー 亀田製菓 

規格 ８５ｇ 規格 １８０ｇ 

本体価格 118 円 本体価格 318 円 

税込価格 127 円 税込価格 343 円 

JANコード 4901330106355 JANコード 4901313939185 

商品番号415 商品名 黒豆せんべい 商品番号 418 商品名 亀田の柿の種 

 メーカー 岩塚製菓  メーカー 亀田製菓 

規格 １０枚 規格 ６袋１９０ｇ 

本体価格 198 円 本体価格 268 円 

税込価格 213 円 税込価格 289 円 

JANコード 4901037705905        JANコード 4901313937822 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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お菓子 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号419 商品名 厚切りバウムクー

ヘン 

商品番号 423 商品名 やわらか剣先いかフ

ライ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 9個入り 規格 ６２g 

本体価格 358 円 本体価格 348 円 

税込価格 386 円 税込価格 375 円 

JANコード 4902220116010 JANコード 4902220125524 

商品番号420 商品名 黒棒 商品番号 424 商品名 三陸産茎わかめ（徳

用） 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １２本入り 規格 １１０g 

本体価格 248 円 本体価格 398 円 

税込価格 267 円 税込価格 429 円 

JANコード 4902220401444 JANコード 4902220012770 

商品番号421 商品名 ミックスナッツ 

食塩不使用 

商品番号 425 商品名 ファミリーチョコレ

ート 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ６袋入り 規格 ２００g 

本体価格 398 円 本体価格 318 円 

税込価格 429 円 税込価格 343 円 

JANコード 4902220464289 JANコード 4902220125494 

商品番号422 商品名 天津むき甘栗 商品番号 426 商品名 お徳用源氏パイ 

 メーカー コープ商品  メーカー 三立製菓 

規格 ７０ｇ×３袋 規格 ２６枚入り 

本体価格 428 円 本体価格 328 円 

税込価格 462 円 税込価格 354 円 

JANコード 4902220464159 JANコード 4901830119695 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号427 商品名 黒あめ 商品番号 432 商品名 テーブルにかるまぐ

小魚チップ 

 メーカー 春日井  メーカー コープ商品 

規格 １５０g 規格 ５５g 

本体価格 151 円 本体価格 128 円 

税込価格 163 円 税込価格 138 円 

JANコード 4901326035003 JANコード 4902220121458 

商品番号428 商品名 ノンシュガー果実

のど飴 

商品番号 433 商品名 黒糖かりんとう 

 メーカー カンロ  メーカー コープ商品 

規格 １９粒 規格 ２１０g 

本体価格 189 円 本体価格 178 円 

税込価格 204 円 税込価格 192 円 

JANコード 4901351036723 JANコード 4902220431571 

商品番号429 商品名 九州の芋けんぴ 商品番号 434 商品名 カルシウムせん 

 メーカー コープ商品  メーカー かしわ堂 

規格 １５０g 規格 ２７枚入り 

本体価格 168 円 本体価格 218 円 

税込価格 216 円 税込価格 235 円 

JANコード 4902220433339 JANコード 4904036071231 

商品番号430 商品名 きらず揚げ 商品番号 435 商品名 ポッキーチョコレー

ト 

 メーカー コープ商品  メーカー グリコ 

規格 １６０ｇ 規格 ２袋入り 

本体価格 298 円 本体価格 155 円 

税込価格 321 円 税込価格 167 円 

JANコード 4902220432769 JANコード 4901005510029 

商品番号431 商品名 五月ヶ瀬煎餅 商品番号 436 商品名 ミレーフライ 

 メーカー 五月ヶ瀬  メーカー 渡由 

規格 ４枚入り 規格 １８０g 

本体価格 400 円 本体価格 198 円 

税込価格 432 円 税込価格 213 円 

JANコード 4981175010611 JANコード 4903684101802 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 

 

 46  

商品番号437 商品名 アーモンドリーフ 商品番号 440 商品名 種ぬきプルーン 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ８枚入り 規格 ２８０g 

本体価格 328 円 本体価格 428 円 

税込価格 354 円 税込価格 462 円 

JANコード 4902220383115 JANコード 4902220463640 

商品番号438 商品名 国産小麦の野菜バー 商品番号 441 商品名 ガーナミルクチョコ 

 メーカー コープ商品  メーカー ロッテ 

規格 ７３g 規格 ５０g 

本体価格 118 円 本体価格 110 円 

税込価格 127 円 税込価格 118 円 

JANコード 4902220145898 JANコード 4903333172955 

商品番号439 商品名 和菓子バラエティ

ーパック 

商品番号 442 商品名 チョコパイパーティ

ーパック 

 メーカー コープ商品  メーカー ロッテ 

規格 ２７０g 規格 ９個入り 

本体価格 318 円 本体価格 348 円 

税込価格 343 円 税込価格 375 円 

JANコード 4902220401475 JANコード 4903333056118 

 

調 味 料、油など ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号443 商品名 本醸造しょうゆ 商品番号 445 商品名 マヨネーズ 

 メーカー ヤマギク  メーカー コープ商品 

規格 １Ｌ 規格 500ｇ 

本体価格 398 円 本体価格 228 円 

税込価格 429 円 税込価格 246 円 

JANコード 4517717000057 JANコード 4902220508273 

商品番号444 商品名 トマトケチャップ 商品番号 446 商品名 純正ごま油 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 500ｇ 規格 ３００g 

本体価格 168 円 本体価格 578 円 

税込価格 181 円 税込価格 624 円 

JANコード 4902220507863 JANコード 4902220011629 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号447 商品名 料理酒（加塩） 商品番号 452 商品名 パン粉中目 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 1,000ｍｌ 規格 ２００ｇ 

本体価格 258 円 本体価格 98 円 

税込価格 278 円 税込価格 105 円 

JANコード 4902220142811 JANコード 4902220293230 

商品番号448 商品名 だしつゆ 商品番号 453 商品名 花かつお 

 メーカー 寿がきや  メーカー コープ商品 

規格 １Ｌ 規格 ７０g 

本体価格 698 円 本体価格 328 円 

税込価格 753 円 税込価格 354 円 

JANコード 4901677014443 JANコード 4902220066216 

商品番号449 商品名 ほんだし 商品番号 454 商品名 トマトケチャップ 

 メーカー 味の素  メーカー カゴメ 

規格 １２０g 規格 500ｇ 

本体価格 438 円 本体価格 268 円 

税込価格 473 円 税込価格 289 円 

JANコード 4901001084159 JANコード 4901306010532 

商品番号450 商品名 味パック合わせだ

し 

商品番号 455 商品名 マヨネーズ 

 メーカー コープ商品  メーカー キユーピー 

規格 ６袋入×５ 規格 ４５０g 

本体価格 598 円 本体価格 418 円 

税込価格 645 円 税込価格 451 円 

JANコード 4902220067527 JANコード 4901577042072 

商品番号451 商品名 かつお削りパック 商品番号 456 商品名 本生本わさび 

 メーカー コープ商品  メーカー Ｓ＆Ｂ 

規格 ２.５ｇ×１６ 規格 ４３ｇ 

本体価格 308 円 本体価格 190 円 

税込価格 332 円 税込価格 205 円 

JANコード 4902220024711 JANコード 4901002887032 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号457 商品名 イタリア産あらご

しトマトパック 

商品番号 462 商品名 三陸産カットわかめ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３００g 規格 １５ｇ 

本体価格 128 円 本体価格 298 円 

税込価格 138 円 税込価格 321 円 

JANコード 4902220313778 JANコード 4902220284269 

商品番号458 商品名 イタリア産カット

トマトパック 

商品番号 463 商品名 切らずに使える国産

はるさめ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３００g 規格 １００g 

本体価格 138 円 本体価格 158 円 

税込価格 149 円 税込価格 170 円 

JANコード 4902220313440 JANコード 4902220271955 

商品番号459 商品名 キャノーラ油 商品番号 464 商品名 切干大根 

 メーカー 日清オイリオ  メーカー コープ商品 

規格 １０００g 規格 ３０ｇ 

本体価格 498 円 本体価格 158 円 

税込価格 537 円 税込価格 170 円 

JANコード 4902380135845 JANコード 4902220271450 

商品番号460 商品名 ＥＸバージンオリ

ーブオイル４ 

商品番号 465 商品名 切干大根人参ミック

ス 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １本 規格 ３０g 

本体価格 748 円 本体価格 158 円 

税込価格 807 円 税込価格 170 円 

JANコード 4902220342778 JANコード 4902220271757 

商品番号461 商品名 手ずり風すりごま

白 

商品番号 466 商品名 片栗粉（チャックシ

ール） 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ８５g 規格 ４００ｇ 

本体価格 238 円 本体価格 198 円 

税込価格 257 円 税込価格 213 円 

JANコード 4902220107452 JANコード 4902220271382 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号467 商品名 お好み焼粉（チャ

ックシール付） 

商品番号 470 商品名 北海道産秋鮭荒ほぐ

し 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ５００g 規格 ５２ｇ×２ 

本体価格 228 円 本体価格 438 円 

税込価格 246 円 税込価格 473 円 

JANコード 4902220026913 JANコード 4902220322275 

商品番号468 商品名 早ゆでミニスパゲ

ティ１．６ｍｍ 

商品番号 471 商品名 十勝スイートコーン

ホール 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３００g 規格 １８０g 

本体価格 258 円 本体価格 148 円 

税込価格 278 円 税込価格 159 円 

JANコード 4902220294435 JANコード 4902220310166 

商品番号469 商品名 はごろもシーチキ

ンマイルド 

商品番号 472 商品名 ごはんですよ中瓶 

 メーカー コープ商品  メーカー 桃屋 

規格 ７０ｇ×３ 規格 １４５ｇ 

本体価格 398 円 本体価格 298 円 

税込価格 429 円 税込価格 321 円 

JANコード 4902220312917 JANコード 4902880010369 

 

海苔 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号473 商品名 モーニングパック 商品番号 474 商品名 わが家はお寿司屋さ

ん 

 メーカー 大森屋  メーカー 大森屋 

規格 １０切５０枚 規格 赤全形５枚 

本体価格 338 円 本体価格 238 円 

税込価格 365 円 税込価格 257 円 

JANコード 4901191230657 JANコード 4901191410653 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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お茶など ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号475 商品名 香り薫る麦茶ティ

ーバッグ 

商品番号 479 商品名 【ワンポット エコ

ティーバッグ】抹茶

入り緑茶 

 メーカー 伊藤園  メーカー 伊藤園 

規格 ５４パック入り 規格 ５０パック入り 

本体価格 198 円 本体価格 428 円 

税込価格 213 円 税込価格 462 円 

JANコード 4901085617786 JANコード 4901085621912 

商品番号476 商品名 抹茶入り緑茶ティ

ーバック 

商品番号 480 商品名 カップおしるこ 

 メーカー 大三  メーカー 井村屋 

規格 ８ｇ×３６ 規格 ４０g 

本体価格 798 円 本体価格 108 円 

税込価格 861 円 税込価格 116 円 

JANコード 4974574217392 JANコード 4901006391122 

商品番号477 商品名 ハーツ麦茶ティー

バック 

商品番号 481 商品名 ネスカフェ ゴール

ドブレンド エコ＆

システムパック 

 

 

メーカー 大三  メーカー ネスレ 

規格 １０ｇ×２０ 規格 ５５g 

本体価格 298 円 本体価格 668 円 

税込価格 321 円 税込価格 721 円 

JANコード 4974574218733 JANコード 4902201438209 

商品番号478 商品名 六条麦茶ティーパ

ック 

商品番号 482 商品名 クレマトップ(ポー

ション) 

 メーカー コープ商品  メーカー ネスレ 

規格 ８ｇ×５６袋 規格 ２０個 

本体価格 198 円 本体価格 108 円 

税込価格 213 円 税込価格 116 円 

JANコード 4902220354962 JANコード 4902201401357 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号483 商品名 ホットケーキミッ

クス 

商品番号 485 商品名 コーヒーバッグ リ

ッチブレンド 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ６００ｇ（２０

０ｇ×３） 

規格 
１０杯分 

本体価格 238 円 本体価格 248 円 

税込価格 257 円 税込価格 267 円 

JANコード 4902220145089 JANコード 4902220096817 

商品番号484 商品名 アカシアはちみつ  

 メーカー コープ商品 

規格 ５００g 

本体価格 698 円 

税込価格 753 円 

JANコード 4902220321360 

 

冷凍食品 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号486 商品名 北海道のそのまま

枝豆 

商品番号 488 商品名 ブルーベリー 

 

メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２５０g 規格 ２００ｇ 

本体価格 308 円 本体価格 328 円 

税込価格 332 円 税込価格 354 円 

JANコード 4902220519996 JANコード 4902220513901 

商品番号487 商品名 北海道つぶコーン 商品番号 489 商品名 北海道ひとくち栗か

ぼちゃ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３００ｇ 規格 ３６０g 

本体価格 288 円 本体価格 278 円 

税込価格 311 円 税込価格 300 円 

JANコード 4902220820665 JANコード 4902220824359 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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冷凍食品 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号490 商品名 宮崎のカットほう

れん草 

商品番号 494 商品名 ヤングいんげん 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３００g 規格 ２００ｇ 

本体価格 368 円 本体価格 198 円 

税込価格 397 円 税込価格 213 円 

JANコード 4902220820726 JANコード 4902220822751 

商品番号491 商品名 国産ささがきごぼ

う《ＭＮ》 

商品番号 495 商品名 十勝のブロッコリー 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２００ｇ 規格 １８０g 

本体価格 268 円 本体価格 278 円 

税込価格 289 円 税込価格 300 円 

JANコード 4902220822768 JANコード 4902220822355 

商品番号492 商品名 北海道ナチュラル

カットポテト 

商品番号 496 商品名 さといも 

 メーカー コープ商品 

 

メーカー コープ商品 

規格 ３５０g 規格 ３００ｇ 

本体価格 185 円 本体価格 278 円 

税込価格 199 円 税込価格 300 円 

JANコード 4902220822522 JANコード 4902220822973 

商品番号493 商品名 北海道野菜ミック

ス玉ねぎ入り 

商品番号 497 商品名 北海道シューストリ

ングポテト 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２５０ｇ 規格 ３００g 

本体価格 278 円 本体価格 185 円 

税込価格 300 円 税込価格 199 円 

JANコード 4902220006960 JANコード 4902220137169 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号498 商品名 ミックスベジタブル 商品番号 503 商品名 具たっぷり豚まん 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３５０g 規格 ５個入(４００ｇ) 

本体価格 228 円 本体価格 298 円 

税込価格 246 円 税込価格 321 円 

JANコード 4902220822867 JANコード 4902220826322 

商品番号499 商品名 讃岐うどん５食 商品番号 504 商品名 ふっくら卵のオムラ

イス２食入 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １袋 規格 ２００ｇ×２ 

本体価格 258 円 本体価格 368 円 

税込価格 278 円 税込価格 397 円 

JANコード 4902220820924 JANコード 4902220008520 

商品番号500 商品名 讃岐ふっくら大きな

あげのきつねうどん 

商品番号 505 商品名 中華丼の具 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２食入り 規格 ２食入 

本体価格 328 円 本体価格 380 円 

税込価格 354 円 税込価格 410 円 

JANコード 4902220012817 JANコード 4902220147793 

商品番号501 商品名 水・油いらずパリッ

と羽根つきの餃子 

商品番号 506 商品名 国産若鶏のやわらか

からあげ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １２個入り 規格 ６個入 

本体価格 218 円 本体価格 148 円 

税込価格 235 円 税込価格 159 円 

JANコード 4902220126118 JANコード 4902220519422 

商品番号502 商品名 ハーツのおいしい

きざみ油揚げ 

商品番号 507 商品名 ミートソーススパゲ

ッティ 

 メーカー 山一食品  メーカー コープ商品 

規格 １００ｇ 規格 １食入 

本体価格 148 円 本体価格 198 円 

税込価格 159 円 税込価格 213 円 

JANコード 4582258153005 JANコード 4902220098224 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号508 商品名 レンジでひとくち

ソースとんかつ 

商品番号 513 商品名 鶏つくね串 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ８個入り 規格 ６本入 

本体価格 378 円 本体価格 188 円 

税込価格 408 円 税込価格 203 円 

JANコード 4902220525447 JANコード 4902220136063 

商品番号509 商品名 カット絹豆腐 商品番号 514 商品名 焼おにぎり 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３６０g 規格 １０個入(４８０ｇ) 

本体価格 188 円 本体価格 298 円 

税込価格 203 円 税込価格 321 円 

JANコード 4902220822447 JANコード 4902220006182 

商品番号510 商品名 たこ焼 商品番号 515 商品名 えび天鍋焼うどん２

食入 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ５０個入(１ｋｇ) 規格 ２８１ｇ×２ 

本体価格 548 円 本体価格 498 円 

税込価格 591 円 税込価格 537 円 

JANコード 4902220067022 JANコード 4902220148066 

商品番号511 商品名 豆腐バーグ 商品番号 516 商品名 パラッと炒めた本格

炒飯 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ３２０ｇ(４枚入) 規格 ４５０g 

本体価格 348 円 本体価格 348 円 

税込価格 375 円 税込価格 375 円 

JANコード 4902220123018 JANコード 4902220105496 

商品番号512 商品名 和風若鶏竜田揚げ 商品番号 517 商品名 ちくわの磯辺揚げ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２５０ｇ 規格 ８個入（１２０ｇ） 

本体価格 328 円 本体価格 178 円 

税込価格 354 円 税込価格 192 円 

JANコード 4902220111992 JANコード 4902220065431 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号518 商品名 牛肉コロッケ 商品番号 522 商品名 中華そば 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ６個入１６２ｇ 規格 ２食入(238g×2) 

本体価格 188 円 本体価格 378 円 

税込価格 203 円 税込価格 408 円 

JANコード 4902220136049 JANコード 4902220084531 

商品番号519 商品名 白身魚とタルタル

ソースフライ 

商品番号 523 商品名 （長崎風）ちゃんぽ

ん 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ６個入り 規格 ２食入 

本体価格 198 円 本体価格 548 円 

税込価格 213 円 税込価格 591 円 

JANコード 4902220136032 JANコード 4902220098002 

商品番号520 商品名 プリッとしたえび

カツ 

商品番号 524 商品名 吉野家牛丼の具 

 メーカー コープ商品  メーカー イートアンド 

規格 ５個入１０５ｇ 規格 １３５ｇ×２ 

本体価格 198 円 本体価格 880 円 

税込価格 213 円 税込価格 950 円 

JANコード 4902220065387 JANコード 4538872200229 

商品番号521 商品名 えびしゅうまい 商品番号 525 商品名 国産若鶏のチキンナ

ゲット 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １２個入(１６８g) 規格 ３００ｇ 

本体価格 178 円 本体価格 298 円 

税込価格 192 円 税込価格 321 円 

JANコード 4902220075515 JANコード 4902220128136 

 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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アイスクリーム ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号526 商品名 チョコ入りバニラ

モナカ 

商品番号 530 商品名 ジャージー牛乳ソフ

ト 

 

メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １１０ｍｌ×５ 規格 ５個入 

本体価格 328 円 本体価格 380 円 

税込価格 354 円 税込価格 410 円 

JANコード 4902220472161 JANコード 4902220472222 

商品番号527 商品名 アイスモナカ（マ

ルチ） 

商品番号 531 商品名 チョコモナカジャン

ボ 

 メーカー コープ商品  メーカー 森永 

規格 １１０ｍｌ×６ 規格 １５０ｍｌ 

本体価格 298 円 本体価格 140 円 

税込価格 321 円 税込価格 151 円 

JANコード 4902220471577 JANコード 4902888323324 

商品番号528 商品名 バニラシューアイ

ス 

商品番号 532 商品名 ジャイアントコーン 

 メーカー コープ商品  メーカー 森永 

規格 １２個入 規格 １４０ｍｌ 

本体価格 398 円 本体価格 140 円 

税込価格 429 円 税込価格 151 円 

JANコード 4902220471997 JANコード 4901005312005 

商品番号529 商品名 フローズンヨーグ

ルト 

商品番号 533 商品名 ピノ 

 メーカー コープ商品  メーカー 森永 

規格 １０５ｍｌｘ３個 規格 １０ｍｌｘ６ 

本体価格 300 円 本体価格 140 円 

税込価格 324 円 税込価格 151 円 

JANコード 4902220479092 JANコード 4902720076951 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号534 商品名 ピノマルチ 商品番号 539 商品名 エッセルスーパーカ

ップミニ超バニラ 

 メーカー 森永  メーカー 森永 

規格 １０ｍｌ×２４ 規格 ５４０ｍｌ×６ 

本体価格 550 円 本体価格 450 円 

税込価格 594 円 税込価格 486 円 

JANコード 4902720115650 JANコード 4902705031128 

商品番号535 商品名 ＰＡＲＭ(パルム）

チョコレート 

商品番号 540 商品名 うずまきソフトバニ

ラ＆チョコ 

 メーカー 森永  メーカー 明治 

規格 ５５ｍｌｘ６ 規格 ７０ｍｌ×６ 

本体価格 450 円 本体価格 350 円 

税込価格 486 円 税込価格 378 円 

JANコード 4902720081528 JANコード 4902705121126 

商品番号536 商品名 ヨーロピアンシュ

ガーコーン 

商品番号 541 商品名 ＢＯＸたい焼アイス 

 メーカー クラシエ  メーカー 井村屋 

規格 ５６ｍｌｘ５ 規格 ６０ｍｌ×５ 

本体価格 330 円 本体価格 350 円 

税込価格 356 円 税込価格 378 円 

JANコード 4901551473069 JANコード 4901006213103 

商品番号537 商品名 ＢＯＸあずきバー 商品番号 542 商品名 バニラマルチ 

 メーカー 井村屋 

 

メーカー チェリオ 

規格 ６５ｍｌｘ６ 規格 ２５０ｍｌ 

本体価格 330 円 本体価格 350 円 

税込価格 356 円 税込価格 378 円 

JANコード 4901006219167 JANコード 4902720132329 

商品番号538 商品名 モナ王マルチバニ

ラ 

商品番号 543 商品名 ガリガリ君ソーダ 

 メーカー ロッテ  メーカー 赤城乳業 

規格 １００ｍｌｘ５ 規格 ６３ｍｌ×７ 

本体価格 350 円 本体価格 350 円 

税込価格 378 円 税込価格 378 円 

JANコード 4953823083803 JANコード 4901170105884 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号544 商品名 パピコマルチ 商品番号 545 商品名 カットアイス金沢氷

室 

 メーカー グリコ  メーカー クラモト 

規格 ４５ｍｌ×１０ 規格 １Ｋｇ 

本体価格 450 円 本体価格 230 円 

税込価格 486 円 税込価格 248 円 

JANコード 4901005376304 JANコード 4964374123450 

 

雑貨 ※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

商品番号546 商品名 アイラップ６０枚

入 

商品番号 549 商品名 キュキュット詰替 

 メーカー 岩谷産業  メーカー 花王 

規格 1個 規格 ３８５ｍｌ 

本体価格 158 円 本体価格 238 円 

税込価格 173 円 税込価格 261 円 

JANコード 4901140620010 JANコード 4901301288424 

商品番号547 商品名 カセットガス 商品番号 550 商品名 ビオレＵ詰替 

 メーカー 岩谷産業  メーカー 花王 

規格 ２５０ｇ３本組 規格 ３４０ｍｌ 

本体価格 598 円 本体価格 358 円 

税込価格 657 円 税込価格 393 円 

JANコード 4901140923838 JANコード 4901301336316 

商品番号548 商品名 キッチンハイター

小 

商品番号 551 商品名 メリットシャンプー

詰替 

 メーカー 花王  メーカー 花王 

規格 ６００ｍｌ 規格 ３４０ｍｌ 

本体価格 198 円 本体価格 378 円 

税込価格 217 円 税込価格 415 円 

JANコード 4901301017598 JANコード 4901301350251 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号552 商品名 液体せっけんおお

ぞら詰替 

商品番号 557 商品名 ティッシュ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ６００ｍｌ  規格 ２００組×５箱 

本体価格 278 円 本体価格 358 円 

税込価格 305 円 税込価格 393 円 

JANコード 4902220006359 JANコード 4902220600748 

商品番号553 商品名 無漂白コーヒーフ

ィルタ１〜２人用 

商品番号 558 商品名 エコスリムロールＷ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 １００枚 規格 ４５ｍ１２Ｒ 

本体価格 198 円 本体価格 528 円 

税込価格 217 円 税込価格 580 円 

JANコード 4902220145454 JANコード 4902220601400 

商品番号554 商品名 炭酸ガス薬用入浴

剤ゆず 

商品番号 559 商品名 エコスリムロールＳ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２０錠 規格 ９０ｍ１２Ｒ 

本体価格 538 円 本体価格 528 円 

税込価格 591 円 税込価格 580 円 

JANコード 4902220149209 JANコード 4902220602957 

商品番号555 商品名 炭酸ガス薬用入浴

剤４つの香り 

商品番号 560 商品名 キッチンタオル 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２０錠 規格 ８０カット×２Ｒ 

本体価格 538 円 本体価格 138 円 

税込価格 591 円 税込価格 151 円 

JANコード 4902220149216 JANコード 4902220608393 

商品番号556 商品名 ソフター詰替 商品番号 561 商品名 するっとクッキング

シート 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ５４０ｍｌ 規格 ３０ｃｍ×５ｍ 

本体価格 148 円 本体価格 198 円 

税込価格 162 円 税込価格 217 円 

JANコード 4902220534425 JANコード 4902220663286 

 



※商品価格が変更になっているものがございます。ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

また、商品は一部掲載となっております。掲載のない商品につきましては、お問い合わせください。 
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商品番号562 商品名 くっつかないホイ

ル 

商品番号 564 商品名 ノンフォームハミガ

キＮ 

 メーカー コープ商品  メーカー コープ商品 

規格 ２５ｃｍ×５ｍ 規格 １７０g 

本体価格 178 円 本体価格 168 円 

税込価格 195 円 税込価格 184 円 

JANコード 4902220664207 JANコード 4902220619504 

商品番号563 商品名 電子レンジにも強

いラップミニ 

商品番号 565 商品名 パーシャルデント 

 メーカー コープ商品  メーカー 小林製薬 

規格 ２２ｃｍ×２０ｍ 規格 １０８錠 

本体価格 120 円 本体価格 598 円 

税込価格 132 円 税込価格 657 円 

JANコード 4902220664290 JANコード 4987072068748 
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