
JAN-CD 商品名 旧上代 新上代

4984937682118 ささみしっとりパイ　ピーチ入り　７０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682125 ささみしっとりパイ　ブルーベリー入り　７０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682149 カロリーカットチーズ　８０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682156 ささみベジタパン　４０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682309 チーズ入り　もっちりカットケーキ　５０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682316 ヨーグルト入り　もっちりカットケーキ　５０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937603830 鶏のプティブランシュ　５本入 ¥280 ⇒ ¥300

4984937604219 ラム肉のプティステーキ　さつまいも入り　６０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682941 おじゃがなささみ　４０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682958 さつまいも入り　おじゃがなささみ　４０ｇ ¥280 ⇒ ¥300

4984937682170 ひとくちオードブルほうれん草・チーズ入り　１２０ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937682187 ひとくちオードブルミックスやさい入り　１００ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937603847 ひとくちオードブル白身魚にやさい入り　１００ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937682194 ささみで軟骨サンド　やさい入り　５０ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937682200 砂ぎもで軟骨サンド　もも肉入り　５０ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937682217 やんわかささみチーズ入り　７０ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937682224 やんわかささみやさい入り　７０ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937603793 ささみのフェットチーネ　４５ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937603809 野菜入りささみのフェットチーネ　４５ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937682385 うすぎり鶏のテリーヌ　３５ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937603779 さつまいもチュロス　８０ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937603786 ささみとお野菜　１００ｇ ¥320 ⇒ ¥350

4984937682231 ささみベジタパン　お徳用　８０ｇ ¥480 ⇒ ¥520

4984937682248 カロリーカットチーズ　お徳用　１６０ｇ ¥480 ⇒ ¥520

4984937682262 ひとくちオードブル　ほうれん草・チーズ入り　お徳用　２００ｇ ¥480 ⇒ ¥520

4984937682279 ささみで軟骨サンド　やさい入りお徳用　８５ｇ ¥480 ⇒ ¥520

4984937682378 鶏ささみのバトネ　やさい入りお徳用　７０ｇ ¥480 ⇒ ¥520

4984937682392 うすぎり鶏のテリーヌ　お徳用　６５ｇ ¥480 ⇒ ¥520

4984937682965 おじゃがなささみ　お徳用　８０ｇ ¥480 ⇒ ¥520

4984937604011 鶏のプティブランシュ　お徳用　１３本入 ¥600 ⇒ ¥650

4984937604103 鶏のプティブランシュ　すなぎも　お徳用　１３本入 ¥600 ⇒ ¥650

4984937604110 鶏むね肉で軟骨バーミニ　１２本入 ¥600 ⇒ ¥650

4984937604127 鶏むね肉でさつまいもバーミニ　１２本入 ¥600 ⇒ ¥650

4984937687151 ふかしサツマイモ　８０ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937687168 ふかしサツマイモいちご入り　８０ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937682798 ふかしサツマイモ　ほうれんそう入り　８０ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937687779 やわらか馬肉つぶ　８０ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937687809 やわらか鹿肉ころつぶ　８０ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937687816 やわらかラム肉ころつぶ　８０ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937682804 やわらか牛肉つぶ　８０ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937683535 しっとりささみお魚サンド　３５ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937683542 しっとりすなぎもお魚サンド　３５ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937683559 しっとり牛タンプチスティック　３５ｇ ¥350 ⇒ ¥400

4984937686284 ふっくらさつまいも　１００ｇ ¥380 ⇒ ¥420

4984937686376 ふっくらさつまいもチーズ　１００ｇ ¥380 ⇒ ¥420

4984937686383 ふっくらさつまいもほうれん草　１００ｇ ¥380 ⇒ ¥420

価格改定：2022年3月1日出荷分より　（値上げ）



4984937686529 ふっくらさつまいもイチゴ　１００ｇ ¥380 ⇒ ¥420

4984937687014 ふんわりささみ　カットタイプ　５０ｇ ¥400 ⇒ ¥450

4984937687021 ささみ小さなソフトチップ　６０ｇ ¥550 ⇒ ¥600

4984937687038 ささみ小さなチップ　５５ｇ ¥550 ⇒ ¥600

4984937687045 ささみしなやかスライス　５５ｇ ¥550 ⇒ ¥600

4984937660390 まんまるフルーツ　イチゴ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660406 まんまるフルーツ　オレンジ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660437 まんまるフルーツ　スイカ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660468 まんまるフルーツ　リンゴ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660475 まんまるズーズー　カバ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660505 まんまるズーズー　ゾウ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660529 まんまるズーズー　ヒツジ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660536 まんまるズーズー　ブタ ¥450 ⇒ ¥550

4984937660543 まんまるズーズー　ライオン ¥450 ⇒ ¥550

4984937660833 でっかいズーズー　ライオン ¥650 ⇒ ¥750

4984937660840 でっかいズーズー　ブタ ¥650 ⇒ ¥750

4984937660857 でっかいズーズー　ヒツジ ¥650 ⇒ ¥750

4984937660864 でっかいフルーツ　リンゴ ¥650 ⇒ ¥750

4984937660871 でっかいフルーツ　イチゴ ¥650 ⇒ ¥750

4984937660888 でっかいフルーツ　スイカ ¥650 ⇒ ¥750

4984937662110 もこもこでっかいズーズー　ウサギ ¥650 ⇒ ¥750

4984937662127 もこもこでっかいズーズー　クマ ¥650 ⇒ ¥750

4984937662134 もこもこでっかいズーズー　トリ ¥650 ⇒ ¥750

4984937662080 へんてこサファリ　キリン ¥700 ⇒ ¥850

4984937662097 へんてこサファリ　ダチョウ ¥700 ⇒ ¥850

4984937662103 へんてこサファリ　ロバ ¥700 ⇒ ¥850

4984937662141 超でっかいフレンズ　ライオン ¥1,800 ⇒ オープン

4984937662158 超でっかいフレンズ　ブタ ¥1,800 ⇒ オープン

4984937662165 超でっかいフレンズ　ヒツジ ¥1,800 ⇒ オープン

JAN-CD 商品名 旧上代 新上代

4984937680817 ぺろぺろ　やぎミルク　10ｇ 500 ⇒ ¥350

4984937680800 またたび純末　3.5ｇ 500 ⇒ ¥350

4984937654009 無添加　せっけんシャンプー　200ｍｌ 2,400 ⇒ オープン

4984937654016 無添加　クエン酸リンス　200ｍｌ 2,400 ⇒ オープン

価格改定：2022年3月1日出荷分より　（値下げ）


