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2023年2月価格改定・対象商品【お値上げ】

識別 商品名 販売価格

stm10000003  九州産黒毛和牛 牛すじ煮込みカレー 880

stm10000004  薩州牛 牛すじカレー 880

stm10000010  合馬産 たけのこカレー 880

stm10000012  種子島産 安納黒豚カレー 880

stm10000013  桜島鶏 骨付きカレー 880

akm100000025 あかもくスープ・味噌汁 10個セット 3,180

kme100000028 がんこ漁師の鯛茶漬け 4人前 2,780

kme100000031 がんこ漁師のサザエめしの素 2,290

kme100000032 がんこ漁師の煮付け料理 1,880

fek100000042 はかた地どり 水たきセットA 6,880

fek100000043 はかた地どり 水たきセットB 4,680

fek100000045 はかた地どり カレーギフト 4,780

jay100000047 柳川まめマヨ 1本 1,480

jay100000049 ニラ卵スープなすとオクラの味噌汁1８個セット 3,580

jay100000050 ニラ卵スープなすとオクラの味噌汁８個セット 1,180

mms10000093 博多ごぼう天うどん 2,090

mms10000097 玄人だし（パック） 2,080

mms10000098 博多玄人つゆ 1,780

yng10000102 潮の香り（味付け海苔全形20枚） 2,080

yng10000103 寿しはね（焼き海苔全形50枚） 2,880

yng10000104 ふりかけちゃん 1,780

yng10000105 ふりかけちゃん（かつお入り） 1,780

yng10000106 味・焼・塩 3本セット 3,380

jay10000111 柳川まめマヨ 3本セット 2,580

kme10000112 お茶漬けセット（熱めし×2／鯛茶漬け×1） 5,480

mms10000114 佃煮セット(かつおにんにく・かつおいりこ・かつお生姜) 2,880

ari10000117 はかた一番どりとりしゃぶセット 4,980

mms10000119 博多玄人つゆ3本セット 3,480

mms10000120 玄人だし（だしパック）3袋セット 4,480

yng10000124 ふりかけちゃん 選べる3個セット 2,880

yng10000127 有明のり バラエティセット 3,280

yng10000128 有明のり 【お徳用】バラエティセット 4,580

akm10000135 あかもくスープ・味噌汁 6個セット 2,380

wkt10000148 あまざけ 720ml×6本 5,680

wkt10000149 八穀あまざけ 720ml×６本 7,080

amm10000175 奄美の鶏飯（2人前） 4,180

yfs10000177 ゆふいん産有機そばセット 5,290

itm10000179 島原小町 4,080

rps10000186 半熟カステラ 米粉 2,380
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rps10000191 半熟カステラ 選べる３個セット 4,580

rps10000193 半熟カステラ 米粉 3個セット 4,580

hss10000208 極みだしギフト「恵-A1」 3,780

hss10000209 極みだしギフト「恵-A2」 5,880

hss10000210 キューブ味噌4種セット「穂」（みのり） 3,780

hss10000211 極みだしとキューブ味噌セット「恵-B」（めぐみ） 4,890

hss10000212 3本セット「凛」（りん） 3,380

hss10000215 極みだしと厳選調味料セット「星-A」（ほし） 7,980

hss10000216 極みだしと厳選調味料、甘酒とあか牛肉みそセットセット「星-S2」（ほし） 8,780

yng10000226 柳川海苔 詰め合わせ（味付け海苔2切6枚×8袋・味付け海苔8切5枚×20束・焼海苔8切5枚×20束） 5,180

yng10000227 味付け海苔（8切48枚×7本） 焼のり（2切10枚×3袋） 6,080

yng10000228 柳川海苔 詰め合わせ （味付け海苔2切6枚×8袋・焼海苔板のり10枚×3袋） 5,580

yng10000229 味付け海苔（2切6枚×12袋） 3,780

yng10000230 味付け海苔（2切6枚×18袋） 4,980

yng10000231 柳川海苔 詰め合わせ （味付け海苔2切6枚×14袋・焼のり板のり10枚×5袋） 8,180

yng10000232 味付け海苔（2切6枚×10袋） 3,080

mms10000266 博多のだし お試しセット （つゆ30ml×14袋） 2,180

jay10000268 ニラ卵スープなすとオクラの味噌汁８個セット 1,180

ids10000276 太平燕レトルトタイプ 600ｇ箱入り 2箱セット赤･青 3,780

ued10000298 おつまみ一夜干しセット 3,580

ued10000300 大分県産 ちりめん３種詰合わせ 4,080

ued10000302 豪華一夜干し詰合せ 10,880

yfs10000310 朝霧そば（乾麺詰合わせ） 4,480

mwm10000314 博多もつ鍋・鍋ごとセット（３〜４人前） 9,590

mwm10000315 博多もつ鍋セット（３〜４人前） 7,590

mwm10000316 博多もつ鍋セット（５〜６人前） 12,680

mwm10000317 博多もつ鍋セット（2〜４人前） 5,280

mms10000319 博多のだし お試しセット （だしパック8g×8袋 液体だし30g×8袋） 1,080

akm10000320 あかもくスープ・味噌汁 5個お試しセット 1,080

akm10000321 あかもくスープ 5個お試しセット 1,080

ids10000323 しそ昆布 500ｇ 〈3個セット〉 3,780

ids10000327 しそきくらげ 500ｇ 〈3個セット〉 3,480

ids10000336 まぜごはんの素 750ｇ 〈2個セット〉 4,180

yng10000347 柳川海苔お試しセットB（焼き海苔5枚 鰹ふりかけ130g 味付海苔2切6枚） 1,180

mkt10000348 博多あごおとし 100ｇ 2,580

mkt10000355 ゆず明太子 2,780

mkt10000356 西京漬けセット 5,180

mkt10000362 銀鱈みりんお徳用 3,780

mkt10000363 いわし明太4尾 2,980
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yfs10000409 麺づくし（乾麺詰合わせ） 8点セット 4,480

ntk10000411 博多めんたい クリームパスタソース 120g 6袋 2,180

ujc10000414 八女茶よりどり４袋セット 2,180

sbs10000415 ビネガードリンク3本セット 生姜・いちご・柚子 4,480

sbs10000417 ビネガードリンク 5本セット ブルーベリーくろ酢・いちご・生姜・柚子・林檎 6,780

sbs10000418 ビネガードリンク 5本セット 林檎・生姜・いちご・柚子・葡萄 6,480

sbs10000419 ビネガードリンク 4本セット 飲む酢（いちご、柚子）+南蛮漬の素・美味酢 4,380

sbs10000420 ビネガードリンク 4本セット 飲む酢柚子+南蛮漬の素・美味酢・くろ酢たれ 3,780

sbs10000421 ビネガーサイダ―12本入り 5,180

sbs10000422 ビネガーサイダ―10本入り 4,480

sbs10000423 ドレッシング４本セット（あまおう、ジャポネ、ゆず生姜、にんにく） 4,180

sbs10000424 ドレッシング３本セット（あまおう・ゆず生姜・にんにく）+南蛮漬の素・美味酢 4,480

sbs10000425 すぐれものセット （すし酢・美味酢・南蛮漬けの素・だいだいぽん酢） 3,480

sbs10000428 調味酢セット（十四代目一精のだいだいぽん酢・万能くろ酢たれ・美味酢・南蛮漬けの素） 3,480

akm10000443 あかもく味噌汁 5個お試しセット 1,080

mkt10000444 明太だし巻き卵 3本 3,780

mkt10000445 明太だし巻き卵 5本 5,280

ntk10000447 博多和牛 ボロネーゼ 120g×6袋 2,180

jay10000460 あまおうキャンデー8本セット 2,980

jay10000461 いちじくキャンデー8本セット 2,980

jay10000463 きな粉キャンデー8本セット 2,980

jay10000464 あまおう・いちじくキャンデー各4本セット 2,980

mms10000468 博多とんこつラーメン 3人前 1,780

mms10000469 博多醤油とんこつラーメン 3人前 1,780

ymi10000470 炭焼き麦味噌焼豚 2,780

ymi10000472 珍味3種セットA 2,480

ymi10000473 珍味3種セットB 3,380

hyt10000476 久留米ラーメン［4食おためしセット］ 1,380

yko10000483 みつせ鶏どぶ漬けから揚げ（1箱） 3,080

yko10000484 みつせ鶏どぶ漬けから揚げ（2箱） 5,180

yso10000486 国産黒毛和牛赤身モモステーキセット 6,880

yso10000487 鹿児島牛肩ロースすき焼きしゃぶ 5,080

yso10000488 自慢のハンバーグセット 4,290

sto10000502 筑前ハム人気5種セット 4,380

sto10000503 ハム・ベーコン・ウィンナーセット 2,780

sky10000508 関の花(3本入り) 2,680

sky10000510 ハレの日詰合せB 5,180

cla10000531 からし明太子 切子 500g 4,080

fjk10000533 馬刺しと焼酎の晩酌セット(竹) 8,990
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yso10000542 国産黒毛和牛モモすき焼きしゃぶ 5,280

yso10000543 国産黒毛和牛カタロース焼肉 6,680

wdm10000544 長崎ふわトロハンバーグ8個入 8,580

myk10000548 「豊の味都」ギフトセット（T300) 4,680

myk10000549 「豊の味都」特選ギフトセット（T500) 6,880

mrt10000550 【訳あり】九州産菌床椎茸 芽かき 100g 680

tun10000552 九州産辛子高菜いため 90g × 2個 セット 580

tun10000558 九州産辛子高菜いため 90g × 4個 セット 1,080

mrt10000562 マルトモ 自然の恵み詰合せギフト OF-40 （真昆布・どんこ） 3,680

mrt10000563 マルトモ 自然の恵み詰合せギフト OF-50 （真昆布・焼き海苔・どんこ） 4,580

ttn10000567 龍の家 豪華詰め合わせセット 6,780

mms10000568 花山ラーメン 1人前 1,480

mms10000569 花山ラーメン 3人前 2,290

mms10000570 お試しセット 花山ラーメン 2人前 1,180

kmy10000572 米の華－12種のヘルシーセレクト500g 2,980

kmy10000573 米の華－長崎ブレンド十五穀米500g 2,980

tun10000574 九州産高菜漬 160ｇ×2個・九州産辛子高菜いため 90g×2個 セット 1,080

tun10000585 九州産高菜漬 160ｇ×2個 580

cla10000589 味源 無着色辛子明太子(昆布入り) 切子 310g 3,280

cla10000590 味源 無着色辛子明太子(昆布入り) 切子 460g 4,280

kmy10000594 米の華－健康プレミアム26穀米（500g） 2,980

kmy10000595 米の華－３種類食べ比べセット（各90g×3種） 1,980

aks10000602 羊羹 175g×8本セット 8,880

aks10000603 羊羹 175g×6本セット 7,080

ued10000623 こだわり一夜干しセット（唐津Qサバ入り） 5,280

rsf10000624 ゴールデンライム胡椒・プレミアムペッパーソルトセット		 3,780

knm10000625 百花蜜 ギフトセット（百花蜜200g×2） 6,090

knm10000626 百花蜜 1kg 9,380

yko10000629 みつせ鶏 どぶ漬から揚げ レンジ 3袋セット 4,190

rps10000634 ガトーショコラ 2,280

rps10000636 クレームブリュレ 9個セット 3,780

rps10000637 クレームブリュレ 12個セット 4,580

rps10000638 クレームブリュレ 24個セット 8,090

rkj10000639 海水かけ流し うなぎ蒲焼 300g(2尾~3尾) 7,690

rkj10000640 海水かけ流し うなぎ蒲焼 450g(3尾~4尾) 10,480

rkj10000641 海水かけ流し とらふぐ刺身 11,280

rkj10000642 海水かけ流し とらふぐちり鍋 14,380

rkj10000643 海水かけ流し とらふぐ 2人前セット 12,790

rps10000656 レアチーズケーキ 3種セット 4,480
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ntk10000661 MO〜HITOGANBARIビーフカレーｇ×5袋 2,580

dto10000664 ビューティーデーツケーキ 8本セット 4,380

ngh10000672 0.65号 長崎カステラ 1本 (和三盆) 2,290

kmr10000675 減塩辛子明太子（無着色） 3,980

kmr10000676 めんたい博多漬 詰合せ３種セット 3,980

kjm10000687 無添加焼きあごスープと平たいうどん8食（常温） 1,080

kjm10000688 昔ながらのラーメン（豚骨）8食（常温） 1,080

wdm10000743 ながさきふわトロハンバーグ5個入 4,790

kks10000745 至福フルーツ大福 4種×各2個 4,780

mzc10000747 野菜34種＆米こうじ入りドレッシング4種セット 4,280

dto10000748 チョコinデーツ 10個入 3,880

rps10000759 レアチーズケーキ 単品 2,280

yko10000768 みつせ鶏焼き三昧 4,290

yko10000769 みつせ鶏骨付きフライドチキン 5,080

yko10000770 みつせ鶏素材堪能セット 5,380

kis10000772 蛸福セット 5種詰め合わせ 5,880

sky10000779 味くらべセット（3本） 2,880

crn10000781 糸島ねぎ農家セット 3,480

crn10000783 糸島葉ねぎの食べる万能旨味つーぷ５個 1,680

tss10000784 糸島天然真鯛塩ラーメン３個入り 1,390

mns10000785 オイルちりめん3缶セット 2,880

mns10000786 オイルちりめん6缶セット 4,790

kuh10000787 博多もつすきお得セット 鍋あり 12,880

kuh10000788 博多もつすきセット400g 鍋なし 6,980

kuh10000789 博多もつすきセット800g 鍋なし 12,080

kuh10000790 博多鉄なべ餃子40個 4,680

kuh10000791 博多鉄なべ餃子80個 7,680

rkj10000797 うなぎ活〆骨切り切身 約120g×2(脱気パック） 7,390

tun10000812 大豆ミート  選べる2種セット 580

tun10000813 大豆ミート  選べる4種セット 1,080

tkh10000822 陽より子調味料3種セット 3,780

mms10000824 博多のおだし詰合せ パック14袋×2・液体つゆ6袋 3,990

mms10000825 博多もつ鍋煮込みうどん2人前 1,980

sku10000834 里山牛ステーキ1枚・生ハンバーグ2個セット 5,280

sku10000835 里山牛焼肉3種セット 7,480

ued10000839 竹林監修 九州産黒豚入り生餃子　40個 4,280

ued10000841 いか姿造り 150ｇ×1 5,280

ued10000842 呼子のいか丼の素＆ゆずいか ゆずいか100ｇ、いか丼の素 70ｇ×2 5,280

rps10000853 米粉ロール　2本セット 2,480
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ued10000855 竹林監修　九州産黒豚入り生餃子　80個 5,680
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