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594010 (ｷﾞ)ﾁﾖｳﾘﾋﾝ 業務用調理加工品 608700 ｴﾋﾞﾊﾙﾏｷ 海老春巻 618000 ｶﾆﾌﾗｲ 蟹フライ 594800 ｷﾞﾖ-ｻﾞ ギョーザ
595800 ｱｶｶｲｸｼﾔｷ 赤貝串焼 619800 ｴﾋﾞﾋﾟﾗﾌ 海老ピラフ 600100 ｶﾊﾞﾔｷ かば焼 614700 ｷﾞﾖﾑｲﾁﾐ 業務一味
611800 ｱｶﾃﾞﾐｱL アカデミアＬ 621300 ｴﾋﾞﾌｱ210 エビファ２１０ 633300 ｶﾎﾞﾁﾔﾌﾗｲ カボチャフライ 609900 ｷﾞﾖﾑｵﾑﾚﾂ 業務オムレツ
612000 ｱｶﾃﾞﾐｱS アカデミアＳ 594300 ｴﾋﾞﾌﾗｲ 海老フライ 632400 ｶﾏｽ カマス 614600 ｷﾞﾖﾑｻﾔ 業務さや
791120 ｱｶﾉﾘ 赤のり 621200 ｴﾋﾞﾌﾗ203 エビフライ２０３ 614010 ｶﾗｼ からし類 604900 ｷﾞﾖﾑｼﾕﾏｲ 業務焼売
651600 ｱｻﾘﾑｷﾐ アサリムキミ 594700 ｴﾋﾞﾎﾞ-ﾙ エビボ－ル 603600 ｶﾚ-ｺﾛﾂｹ カレーコロッケ 609800 ｷﾞﾛﾙｷﾔﾍﾞ 業ロールキャベツ
613700 ｱｼﾞｲﾘﾇｶ 味炒糠 620900 ｴﾋﾞﾖｾﾌﾗｲ 海老寄せフライ 612100 ｶﾚ-ﾇ-ﾄﾞﾙ カレ－ヌ－ドル 610200 ｷﾞﾛﾙｽﾊﾟ ギロルスパゲティ
600200 ｱｼﾞｸﾗｹﾞ 味クラゲ 621000 ｴﾋﾞFﾋﾞﾂｸ エビＦビック 630100 ｶﾚｲﾃﾝ カレイ天 614300 ｷﾞﾝﾅｶﾚﾝﾀ 銀杏カレンダ－
651700 ｱｼﾞﾂｹﾀｺ 味付タコ 631600 ｴﾋﾞFL6ﾋﾞ エビＦＬ６ビ 613200 ｶﾝｳﾄﾞﾝ カンウドン 650100 ｸｼｶﾂ 串カツ
606800 ｱｼﾞﾌﾗｲ 鯵フライ 631500 ｴﾋﾞFM6ﾋﾞ エビＦＭ６ビ 616200 ｶﾝｸﾘ-ﾑ 缶クリーム 619300 ｸｼﾀﾞﾝｺﾞ 串団子
997700 ｱﾂｱｹﾞ 厚揚げ 631400 ｴﾋﾞF10ﾋﾞ エビＦ１０ビ 643300 ｶﾝｼﾞｸﾇｶ 完熟糠 607100 ｸｼﾞﾗｶﾂ 鯨カツ
598300 ｱﾋﾙﾀﾏｺﾞ あひる卵 606400 ｵｵｴﾋﾞﾌﾗｲ 大海老フライ 613100 ｶﾝｿﾊﾞ カンソバ 600300 ｸｼﾞﾗｽﾃ-ｷ くじらステ－キ
597500 ｱﾌﾞﾗｹﾞ 油揚げ 620400 ｵｺｻﾊﾞ-ｸﾞ お子様バ－グ 616100 ｶﾝﾎ-ﾙ 缶ホール 694900 ｸｽﾞｷﾘ 葛切り
601000 ｱﾒﾘｶﾄﾞﾂｸ アメリカドック 618700 ｵｺｻﾏｺﾛﾂｹ お子様コロッケ 997720 ｶﾞﾘ ガリ 619200 ｸﾉ-ﾃﾞﾙ クノ－デル
614100 ｱﾗｷﾘｶﾚﾝﾀ 荒切りカレンダー 618800 ｵｺﾉﾐｺﾛﾂｹ お好味コロッケ 592400 ｷｼﾒﾝ きしめん 618400 ｸﾗﾌﾞﾐ-ﾄF クラブミ－トＦ
695300 ｱﾝﾆﾝﾄｳﾌ 杏仁とうふ 615320 ｵﾁｬ お茶 618300 ｷｽﾌﾗｲ キスフライ 603700 ｸﾘ-ﾐｺﾛﾂｹ クリーミコロッケ
600700 ｱﾝﾏﾝ あんまん 584210 ｵﾚﾝｼﾞｼﾞﾔﾑ オレンジジャム・ビン缶詰 612300 ｷﾂﾈｳﾄﾞﾝ キツネウドン 629900 ｸﾘﾑﾁｽﾞｹｷ クリムチズケキ
620700 ｲｶｽｶﾞﾀ イカスガタ 615900 ｵﾚﾝｼﾞﾊﾟｲ オレンジパイ 694800 ｷﾅｺ 黄名粉 630700 ｸﾚ-ﾌﾟ クレープ
624000 ｲｶﾃﾝ イカ天 997730 ｵﾛｼｼﾖｳｶﾞ おろししようが 633200 ｷﾝﾄｷｱﾒ 金時あめ 630900 ｸﾞﾗｸﾚ-ﾌﾟ グラタンクレ－プ
619000 ｲｶﾄﾞ-ﾅﾂ イカド－ナツ 997740 ｵﾛｼﾆﾝﾆｸ おろしにんにく 611000 ｷﾞｱｻﾘﾑｷﾐ ギアサリムキミ 650800 ｸﾞﾗﾀﾝ グラタン
610900 ｲｶﾊﾟﾂｸ イカパック 638150 ｵﾝﾔｻｲ 温野菜 631300 ｷﾞｱｼﾞﾌﾗｲ 業務用アジフライ 598100 ｹｲﾗﾝ 鶏卵
594200 ｲｶﾌﾗｲ イカフライ 638170 ｵﾝﾔｻｲ-ｲﾀ 温野菜炒め 614500 ｷﾞｱﾗｷﾞﾘ 業務荒切り 635300 ｹﾁﾔﾂﾌﾟｶﾝ ケチャップ缶
634600 ｲｶﾐﾂｸｽ イカミックス 638160 ｵﾝﾔｻｲ-ｴﾋ 温野菜えび 608800 ｷﾞｴﾋﾞﾊﾙﾏ 業務海老春巻 643100 ｹﾞﾝｷﾇｶ ゲンキ糠
617700 ｲｶﾘﾝｸﾞF イカリングフライ 638180 ｵﾝﾔｻｲ-ﾖｳ 温野菜洋風 607700 ｷﾞｶｷﾌﾗｲ 業務カキフライ 602400 ｺ-ﾋ-L コーヒーＬ
584220 ｲﾁﾁﾞｸｼﾞﾔﾑ いちぢくジャム・ビン缶詰 638190 ｵﾝﾔｻｲ-ﾜ 温野菜和風 604000 ｷﾞｶﾆｺﾛﾂｹ 業務蟹コロッケ 602500 ｺ-ﾋ-S コーヒーＳ
614200 ｲﾁﾐｶﾚﾝﾀﾞ イチミカレンダ 591000 ｶｲｿｳﾙｲ 海草類 603900 ｷﾞｶﾚ-ｺﾛｹ 業カレーコロッケ 628400 ｺ-ﾝｸﾞﾗﾀﾝ コーングラタン
599970 ｲﾘﾇｶ 炒糠 640200 ｶｶﾞﾐﾄｸ 鏡餅特 608000 ｷﾞｷﾞﾖ-ｻﾞ 業務餃子 618600 ｺ-ﾝｺﾛﾂｹ コ－ンコロッケ
597990 ｲﾘﾏﾒ いり豆 640800 ｶｶﾞﾐﾄｸﾀｲ 鏡餅特大 604100 ｷﾞｸﾘ-ﾑｺﾛ 業クリムコロッケ 606300 ｺｳｷｳｴﾋﾞF 高級海老フライ
615310 ｳｰﾛﾝﾁﾔ ウーロン茶 613400 ｶｶﾞﾐﾓﾁ 鏡餅 631000 ｷﾞｺﾝｺﾛﾂｹ 業コーンコロッケ 597600 ｺｳﾔﾄﾞｳﾌ 高野豆腐
598200 ｳｽﾞﾗﾀﾏｺﾞ うずら卵 625100 ｶｶﾞﾐﾓﾁL 鏡餅Ｌ 610100 ｷﾞｻﾗﾀﾞﾛﾙ 業務サラダロール 619400 ｺｴﾋﾞｶﾗｱｹ 小海老唐揚
592200 ｳﾄﾞﾝ うどん 613500 ｶｶﾞﾐﾓﾁM 鏡餅Ｍ 607500 ｷﾞｼﾛﾐﾌﾗｲ 業務白身フライ 629400 ｺﾅﾜｻﾋﾞ 粉山葵
609500 ｳﾅｷﾞｶﾊﾞﾔ 鰻蒲焼 613600 ｶｶﾞﾐﾓﾁS 鏡餅Ｓ 610000 ｷﾞﾀﾏｺﾞﾛ- ギタマゴロ－ル 997830 ｺﾒ 米
584240 ｳﾒｼﾞﾔﾑ 梅ジャム・ビン／缶詰 584230 ｶｷｼﾞﾔﾑ 柿ジャム・ビン／缶詰 635400 ｷﾞﾄﾝｶﾂ 業務用トンカツ 650400 ｺﾛﾂｹ コロツケ
632700 ｴｸﾚｱ エクレア 594100 ｶｷﾌﾗｲ カキフライ 644100 ｷﾞﾆｸｼﾞﾔ 業務肉ジャガ 650900 ｺﾝﾎﾟﾀｼﾞﾕ コーンポタージュ
609200 ｴﾋﾞｵﾑﾚﾂ 海老オムレツ 640100 ｶｷﾓﾁ カキ餅 605600 ｷﾞﾊﾝﾊﾞｸﾞ 業務ハンバーグ 997760 ｺﾞｻﾝﾁｸﾋﾞﾝ 五三竹瓶
607900 ｴﾋﾞｷﾞﾖｻﾞ 海老餃子 648510 ｶｼ 菓子 610300 ｷﾞﾌﾙｻﾄﾏｷ ギフルサトマキ 997710 ｺﾞﾏ ごま
604200 ｴﾋﾞｸﾞﾗﾀﾝ 海老グラタン 603300 ｶﾆｸﾘﾑｺﾛｹ 蟹クリームコロッ 645100 ｷﾞﾎﾀﾃﾌﾗｲ 業務ホタテフライ 634700 ｻ-ﾓﾝｽﾃﾂｸ サ－モンステック
594400 ｴﾋﾞｺﾛﾂｹ エビコロッケ 637400 ｶﾆｸﾞﾗﾀﾝ カニグラタン 607400 ｷﾞﾒﾝﾁｶﾂ 業務メンチカツ 606100 ｻ-ﾓﾝﾌﾗｲ サーモンフライ
604700 ｴﾋﾞｼﾕ-ﾏｲ 海老焼売 650600 ｶﾆｺﾛﾂｹ カニコロツケ 603800 ｷﾞﾔｻｲｺﾛｹ 業務野菜コロッケ 622000 ｻｶﾅｾﾂﾄ 魚セット
606900 ｴﾋﾞｽﾀﾂﾌF 海老スタッフＦ 604600 ｶﾆｼﾕ-ﾏｲ 蟹焼売 601200 ｷﾞﾕ-ﾆｸ 牛肉 635000 ｻｶﾅﾃﾝ 魚天
634900 ｴﾋﾞﾃﾝ 海老天 630200 ｶﾆｽﾀﾂﾌF カニスタッフＦ 630500 ｷﾞﾕｳﾄﾞﾝ 牛ドン 621400 ｻｶﾅﾌﾗｲ 魚フライ
618900 ｴﾋﾞﾄﾞ-ﾅﾂ 海老ド－ナツ 594600 ｶﾆﾊﾞ-ｸ カニバ－ク 631100 ｷﾞﾕｳﾌﾗｲ ギユウフライ 650300 ｻｹﾌﾗｲ サケフライ



コード 品名カナ 品名 コード 品名カナ 品名 コード 品名カナ 品名 コード 品名カナ 品名
620500 ｻｼﾐｲｶ 刺身イカ 621100 ｿﾌﾄｴﾋﾞF8 ソフトエビＦ８ 600800 ﾆｸﾏﾝ 肉まん 595200 ﾋﾟｻﾞﾊﾟｲ ピザパイ
592690 ｻﾂﾎﾟﾛﾗﾒﾝ サッポロラ－メン 605800 ﾀｲｼﾖ5ｴﾋﾞ 大正５海老 597200 ﾆﾏﾒｶｺｳ 煮豆加工 695000 ﾌ 麸
640300 ｻﾄｳ(ﾓﾁ) サトウ（餅） 638200 ﾀﾏｺﾞﾍﾞﾝﾘ 玉子に便利 592060 ﾇ-ﾄﾞﾙ ヌードル 634400 ﾌｱﾝｼ-ｹ-ｷ ファンシ－ケ－キ
614000 ｻﾔｶﾚﾝﾀﾞ- さやカレンダー 612400 ﾀﾝﾒﾝ タンメン 613710 ﾇｶ ぬか 631200 ﾌｲｼﾕﾎﾟﾝ フイシユポン
619500 ｻﾗﾀﾞﾐﾂｸｽ サラダミックス 636400 ﾀﾞｲｶﾞｸｲﾓ 大学芋 643400 ﾇｶﾂｺ ヌカッコ 615500 ﾌｸﾏﾒ 福豆
634200 ｻﾗﾂﾂﾐｱｹﾞ サラダ包み揚 695400 ﾀﾞｲｺﾝｵﾛｼ 大根おろし 613800 ﾇｶﾐｿｶﾗｼ 糠味噌辛子 597970 ﾌｸﾏﾒﾊｺ 福豆箱
601400 ｻﾗﾐ サラミ 633100 ﾀﾞｲｽﾞﾕﾃﾞ 大豆ゆで 592080 ﾈｷﾞﾐｿﾇ-ﾄﾞﾙ ネギミソヌードル 597980 ﾌｸﾏﾒﾌｸﾛ 福豆袋
609300 ｻﾝｶｲﾖｾｱｹ サンカイヨセアケ 605500 ﾀﾞｲﾊﾝﾊﾞｸ 大ハンバーグ 613300 ﾉｼﾓﾁ のし餅 650200 ﾌﾗｲ フライ
635800 ｻﾝﾊﾞ-ｸﾞ サンバーグ 640400 ﾀﾞｲﾓﾁ 大餅 592070 ﾊｸﾊﾞｸﾇ-ﾄﾞﾙ ハクバクヌードル 636600 ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ フライドチキン
601700 ｻﾞ400 ザ４００ 621800 ﾁ-ｽﾞｶｸ チ－ズ角 997780 ﾊｼﾞｶﾐﾋﾞﾝ はじかみ瓶 620300 ﾌﾗｲﾎﾟﾊﾟｲ フライドポパイ
997840 ｼｵ 塩 608200 ﾁ-ｽﾞﾋﾟｻﾞ チーズピザ 599200 ﾊﾁﾐﾂ ハチミツ 638700 ﾌﾗﾋﾞ-ﾝｽﾞ フライビ－ンズ
620600 ｼｼﾔﾓ シシャモ 619600 ﾁｷﾝﾎﾞ-ﾙ チキンボ－ル 531930 ﾊﾁﾐﾂﾋﾞﾝ ハチミツビン 637900 ﾌﾘｶｹ フリカケ
626900 ｼﾁﾐｶﾚﾝﾀﾞ 七味カレンダ 603400 ﾁﾋﾞﾂｺｺﾛｹ ちびっ子コロッケ 531950 ﾊﾁﾐﾂ1K ハチミツ１Ｋ 619700 ﾌﾛﾘﾀﾞﾎﾟｼ フロリダポシ
636200 ｼﾕ-ﾎﾟﾃﾄ シュ－ストポテト 609400 ﾁﾔ-ｼﾕ-ﾒﾝ チャーシューメン 531940 ﾊﾁﾐﾂ2.5K ハチミツ２．５Ｋ 610800 ﾌﾞﾀｺﾏﾆｸ 豚コマ肉
594900 ｼﾕ-ﾏｲ シューマイ 595100 ﾁﾔﾜﾝﾑｼ 茶碗むし 595600 ﾊﾔｼｶﾚ- ハヤシカレ－ 610700 ﾌﾞﾀﾁﾕｳﾆｸ 豚中肉
604800 ｼﾕ-ﾏｲﾀｺ シューマイタコ 630400 ﾁﾕｳｶｺﾞﾓｸ 中華五目 630600 ﾊﾔｼﾋﾞ-ﾌ ハヤシビ－フ 601100 ﾌﾞﾀﾆｸ 豚肉
611500 ｼﾕｶｽﾀ-ﾄﾞ シユカスタ－ド 639000 ﾁﾕｳﾏｷ(ｷﾞ 中華チマキ（業 600500 ﾊﾙﾏｷ 春巻 620000 ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄ プチポテト
611600 ｼﾕｽﾄﾛﾍﾞﾘ シユストロベリ 635500 ﾁﾖｳﾂﾞｹﾓﾄ 朝漬けの素 594500 ﾊﾝﾊﾞ-ｸﾞ ハンバ－グ 629300 ﾌﾟﾘﾝｶﾝ プリン缶
611700 ｼﾕﾁﾖｺﾚ-ﾄ シユチヨコレ－ト 598000 ﾁﾖｳﾗﾝ 鳥卵 634800 ﾊﾞ-ｶﾞ- バーガー 611100 ﾍﾞﾀ-ﾊ-ﾌ ベタ－ハ－フ
614800 ｼﾖｳｻﾔ 小サヤ 594000 ﾁﾖｳﾘｶｺｳﾋﾝ 調理加工品 997750 ﾊﾞｲﾆｸ 梅肉 625600 ﾍﾞﾝﾄｳﾌﾗｲ 弁当フライ
620800 ｼﾛﾐﾌﾗｲ 白身フライ 623600 ﾂﾕ つゆ 631900 ﾊﾞﾀ-ｺﾛﾂｹ バタ－コロッケ 634500 ﾍﾞﾝﾄﾄﾝｶﾂ 弁当トンカツ
997770 ｼﾞﾕﾝｻｲﾋﾞﾝ じゅん菜瓶 592290 ﾃﾝﾌﾟﾗｳﾄﾞﾝ 天ぷらうどん 638800 ﾊﾞﾀﾋﾟ-ﾅﾂ バタ－ピ－ナッツ 637500 ﾍﾞﾝﾊｼﾌﾗｲ 弁当柱フライ
612900 ｼﾞﾝﾀﾞｿﾊﾞ 深大寺そば 602600 ﾃﾝﾙ-ﾌL テンルーフＬ 601800 ﾊﾞﾆﾗL バニラＬ 634300 ﾍﾞﾝﾊﾞ-ｸﾞ ベントバ－グ
633000 ｽｲ-ﾄﾎﾟﾃﾄ スイ－トポテト 625700 ﾃﾞｺﾚｱｲｽ デコレアイス 601900 ﾊﾞﾆﾗS バニラＳ 646100 ﾍﾞﾝﾒﾝﾁｶﾂ 弁当メンチカツ
602000 ｽﾄﾛﾍﾞﾘ-L ストロベリ－Ｌ 597400 ﾄｳﾌ 豆腐 695800 ﾊﾟｰﾙｵﾆｵﾝ パールオニオン 632900 ﾎ-ﾙﾎﾟﾃﾄ ホ－ルポテト
602100 ｽﾄﾛﾍﾞﾘ-S ストロベリ－Ｓ 695210 ﾄｸﾖｳﾄｺﾛﾃﾝ 徳用ところてん 619100 ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｷ パウンドケキ 611200 ﾎｲﾂﾌﾟ ホイツプ
628900 ｽﾅﾂｸF スナックフライ 643200 ﾄｸﾖｳﾇｶ 徳用糠 650700 ﾋﾄｸﾁｶﾂ 一口カツ 591200 ﾎｼﾋｼﾞｷ ホシヒジキ
592700 ｽﾊﾟｹﾂﾃｲ スパケッティ 608300 ﾄｸﾖｳﾋﾟｻﾞ 徳用ピザ 618100 ﾋﾄｸﾁﾌﾗｲ 一口フライ 591100 ﾎｼﾜｶﾒ 干ワカメ
601500 ｽﾌﾞﾀ 酢豚 695200 ﾄｺﾛﾃﾝ ところてん 632600 ﾋﾄｼｵｲｶ ヒトシオイカ 632500 ﾎﾀﾃｶﾞｲ ホタテ貝
638000 ｽﾎﾟｼﾞﾕ-ｽ スポジュ－ス 791130 ﾄｻｶ とさか 612700 ﾋﾔｼﾗ-ﾒﾝ 冷しラーメン 648500 ﾎﾂﾄｹ-ｷ ホットケーキ
616300 ｽﾞﾜｲｶﾞﾆ ズワイガニ 610400 ﾄﾏﾄﾎﾟﾀｼﾞ トマトポタジ 592500 ﾋﾔﾑｷﾞ 冷麦 600400 ﾎﾜｲﾄﾌｲｼﾕ ホワイトフィシュ
600900 ｾｷﾊﾝ 赤飯 601300 ﾄﾘﾆｸ 鳥肉 595500 ﾋﾞ-ﾌｶﾚ- ビーフカレー 635900 ﾎﾞ-ﾆﾂｸ ボーニック
559970 ｾﾝｽﾞｹ せん漬 635700 ﾄﾞﾗｲｶﾚｲ ドライカレー 632000 ﾋﾞ-ﾌｺﾛﾂｹ ビ－フコロッケ 619900 ﾎﾟﾃｸﾌﾚﾝﾁ ポテクフレンチ
592300 ｿ-ﾒﾝ ソーメン 636500 ﾅｽｻﾝﾄﾞ 茄子サンド 595400 ﾋﾞ-ﾌｼﾁﾕ- ビ－フシチュ－ 633400 ﾎﾟﾃﾄｶﾝﾄﾘ ポテトカントリ
651000 ｿｳｻﾞｲ 惣菜 601600 ﾅｽﾉﾓﾄ 茄子の素 592900 ﾋﾞ-ﾌﾝ ビ－フン 650500 ﾎﾟﾃﾄｺﾛﾂｹ ポテトコロッケ
613900 ｿｸｾｷﾇｶ 即席ぬか 597300 ﾅﾂﾄｳ 納豆 618200 ﾋﾞｸﾞｴﾋﾞF ビグエビＦ 637600 ﾎﾟﾃﾄﾎﾞ-ﾙ ポテトボール
999990 ｿﾉﾀ その他 612800 ﾅﾍﾞﾔｷ 鍋焼うどん 602900 ﾋﾟ-ﾁS ピーチＳ 592800 ﾏｶﾛﾆ マカロニ
999999 ｿﾉﾀ その他 651300 ﾅﾏｶｷ 生カキ 636300 ﾋﾟ-ﾆｸﾂﾞﾒ ピーマン肉詰 615600 ﾏﾃﾁﾔ マテ茶
599000 ｿﾉﾀｼﾖｸﾋﾝ その他食品 605700 ﾅﾏﾑｷｴﾋﾞ 生むき海老 605200 ﾋﾟｺﾊﾝﾊﾞｸ ピコハンバーグ 597000 ﾏﾒｶｺｳﾋﾝ 豆加工品
999000 ｿﾉﾀｼﾖｸﾋﾝ その他食品(標準 620100 ﾆｸｼﾕ-ﾏｲ 肉シュ－マイ 630800 ﾋﾟｻｸﾚ-ﾌﾟ ピザクレ－プ 636000 ﾐ-ﾄｶﾂ ミートカツ
592100 ｿﾊﾞ そば 600600 ﾆｸﾀﾞﾝｺﾞ 肉団子 621700 ﾋﾟｻﾊﾟｲｶｸ ピザパイ角 595700 ﾐ-ﾄｿ-ｽ ミ－トソ－ス
606500 ｿﾌﾄｴﾋﾞF ソフト海老フライ 633700 ﾆｸﾏｷ 肉巻 621600 ﾋﾟｻﾊﾟｲM2 ピザパイＭ２ 637200 ﾐ-ﾄﾌﾗｲ ミートフライ
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617200 ﾐ-ﾄMY30 ミートＭＹ３０ 633900 ﾚｲｳｶﾝ レイウ缶
597100 ﾐｿ ミソ 651200 ﾚｲﾄｳｴﾋﾞ 冷凍海老
612200 ﾐｿﾇ-ﾄﾞﾙ ミソヌ－ドル 651500 ﾚｲﾄｳｶﾆ 冷凍カニ
621900 ﾐﾂｸｽｶｸ ミックス角 651100 ﾚｲﾄｳｻｶﾅ 冷凍魚
618500 ﾐﾂｸｽｺﾛﾂｹ ミックスコロッケ 695900 ﾚｲﾄｳﾑｷｸﾞﾘ 冷凍むき栗
608100 ﾐﾂｸｽﾋﾟｻﾞ ミックスピザ 695600 ﾚｲﾜｻﾋﾞ レイワサビ
647100 ﾐﾂｸﾋﾟｻﾞｼ ミックスピザ小 649100 ﾚﾝｼﾞ-ｺ-ﾝ レンジコ－ン
605400 ﾐﾆﾊﾝﾊﾞｸﾞ ミニハンバグ 595990 ﾛ-ﾙｷﾔﾍﾞﾂ ロ－ルキャベツ
634000 ﾐﾆﾎﾟﾃﾄ ミニポテト 695700 ﾛﾂｶｸｻﾄｲﾓ 六角里芋
595300 ﾐﾝﾁｶﾂ ミンチカツ 632800 ﾛﾂｸｱｲｽ ロックアイス
611900 ﾐﾝﾄﾁﾖｺL ミントチヨコＬ 591990 ﾜｶﾒ ワカメ
615300 ﾑｷﾞﾁﾔ 麦茶 640700 ﾜﾂﾌﾙﾓﾁ ワッフル餅
615400 ﾑｷﾞﾁﾔﾊﾟｸ 麦茶パック 592280 ﾜﾌｳｳﾄﾞﾝ 和風うどん
630300 ﾒﾝｸﾗﾍﾞ めんくらべ 592390 ﾜﾌｳｿ-ﾒﾝ 和風ソーメン
635600 ﾒﾝﾁﾌﾗｲ メンチフライ 609100 ﾜﾝﾀﾝ ワンタン
638900 ﾒﾝﾎﾞ- メンボ－ 638600 Mﾔｻｲ Ｍ野菜
592000 ﾒﾝﾙｲ めん類 605100 1ﾊﾟｸﾊﾝﾊﾞ １パックハンバク
599100 ﾓﾁ 餅 614400 20ｱﾗｷﾞﾘ ２０荒切り
640500 ﾓﾁ100% 餅１００％ 612500 3ﾗ-ﾒﾝ ３ラーメン
634100 ﾓﾂｱﾗﾚ モツアラレ 613000 30ｳﾄﾞﾝ ３０ウドン
997800 ﾓﾐｼﾞｵﾛｼ 紅葉おろし 612600 30ﾔｷｿﾊﾞ ３０焼ソバ
997810 ﾓﾛﾐｿ もろ味曽
651400 ﾓﾝｺﾞｲｶ もんごいか
592090 ﾔｷｿﾊﾞ 焼そば
997410 ﾔｷﾄﾞｳﾌ 焼き豆腐
695100 ﾔｻｲ 野菜フリカケ
603500 ﾔｻｲｺﾛﾂｹ 野菜コロッケ
638100 ﾔｻｲｿ-ｽ 野菜ソ－ス
598101 ﾕｳｷｹｲﾗﾝ 有機鶏卵
586401 ﾕｳｷﾘﾝｺﾞｼﾞﾕ 有機リンゴジユース
640600 ﾕｷﾊﾀﾞﾓﾁ ユキハダ餅
616000 ﾕﾃﾞｱﾂﾞｷ ゆであづき
997820 ﾕﾊﾞ 湯葉
997790 ﾕﾘﾈﾋﾞﾝ ゆりね瓶
629600 ﾖｳｶﾞﾗｼｶﾚ 洋ガラシカレ
694700 ﾖｳｷ ヨウキ
633800 ﾖｸﾞﾙﾄｹ-ｷ ヨグルトケ－キ
592600 ﾗ-ﾒﾝ ラーメン
637300 ﾗﾋﾞｵﾘﾌﾗｲ ラビオリフライ
621500 ﾗﾝﾁｺﾛﾂｹ ランチコロッケ
605000 ﾗﾝﾁﾊﾝﾊﾞｸ ランチハンバーク
615200 ﾘﾖｸﾁﾔ 緑茶


