
べにいもたると 紅いもチップス シークヮーサーマーブルガム はちゃ棒
ナンポー通商 コーハチ食品 丸川製菓 丸真製菓

常温 常温 常温 常温

6個入 110g 4粒×30箱入 10本入

¥700 ¥350 ¥680 ¥223

ちんすこう バラ ちんすこう 小袋 ミックス 珍品堂のちんすこう 雪塩ちんすこう 島唐辛子えびせん
南国製菓 南国製菓 珍品堂 南風堂

常温 常温 常温 常温 常温
2本×10袋 18本入り 2本入×12袋

¥250 ¥400 ¥500 ¥550 ¥580

純黒糖 小袋 純黒糖 大袋 粉黒糖 ふち角切り黒糖 手造りピーナッツ黒糖 ピーナッツ黒糖
ゆうな物産 ゆうな物産 ゆうな物産 ゆうな物産 ゆうな物産 ゆうな物産

常温 常温 常温 常温 常温 常温
300g 450g 300g 250g 150g 120g

¥291 ¥433 ¥250 ¥216 ¥283 ¥283

宮古角切り黒糖 シークヮーサー黒糖 塩黒糖 しょうが黒糖 はちみつ黒糖 そら豆黒糖
ゆうな物産 ゆうな物産 ゆうな物産 ゆうな物産 ゆうな物産 黒糖本舗垣乃花

常温 常温 常温 常温 常温 常温
160g 160g 90g　個包装 160g 200g 150g

¥183 ¥175 ¥216 ¥175 ¥250 ¥307

  

さとうきび黒糖 スッパイマンキャンディ タンカンのど飴 沖縄の黒糖飴 飴バラエティミックス

ゆうな物産 上間製菓店 竹製菓 竹製菓 竹製菓
常温 常温 常温 常温 常温

120g　個包装 13個入 100g 90g 業務用　1kg

¥250 ¥200 ¥200 ¥200 ¥1,500
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ハイチュー　パイナップル・マンゴー・シークヮーサー味

森永製菓

常温

12粒×5本入

¥650



  

ポークチューリップ ポークチューリップ 1cs ポークミッドランド ポークスパム（減塩） ポークチューリップ ポークミッドランド 

富村商事 富村商事 湧川商会 沖縄ホーメル 富村商事 湧川商会 
常温 常温 常温 常温 常温 常温

340ｇ 340ｇ×24個 300ｇ 340ｇ 1810ｇ 1810ｇ 

¥367 ¥8,224 ¥338 ¥533 ¥1,580 ¥1,580

コンビーフハッシュ コンビーフハッシュ コンビーフハッシュ コンビーフハッシュ ビーフ&ベジタブル じゅーしぃの素
オキハム 沖縄ホーメル 沖縄ホーメル 沖縄ホーメル メイフェーア オキハム 

常温 常温 常温 常温 常温 常温
75g 80g 170g 500g 325g レトルト食品 

¥147 ¥147 ¥242 ¥580 ¥383 ¥353

クリームチキンスープ マッシュルーム チキンヌードル ソーキそば生麺　2食入 沖縄そば　5食入 沖縄そば　カップめん

キャンベル キャンベル キャンベル サン食品 明星食品 明星食品
常温 常温 常温 常温 常温 常温

305ｇ 305ｇ 305ｇ 沖縄そば・だし・ソーキ付 即席めん・だし付　5食 即席めん・だし・三枚肉付

¥208 ¥208 ¥208 ¥596 ¥550 ¥200
    

タコライス 1kg タコライス 3食入 らふてぃ(ごぼう入) 軟骨そーき 炙り軟骨ソーキ ソーキ
オキハム オキハム オキハム オキハム オキハム あさひ

常温 常温 常温 常温 常温 常温
レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 

¥1,907 ¥541 ¥392 ¥380 ¥350 ¥800

山羊汁 中味汁 イカ汁 てびち汁 ソーキ汁 てびち
オキハム オキハム オキハム オキハム オキハム あさひ

常温 常温 常温 常温 常温 常温
レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 レトルト食品 

¥771 ¥369 ¥669 ¥368 ¥438 ¥800
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沖縄そば（ゆで麺） 沖縄そば（ゆで麺） 沖縄そば（むし麺） 沖縄そば 沖縄そば 八重山そば
おきなわ物産センター おきなわ物産センター リトル沖縄ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ ヤージ小 南風花食品 南風花食品

冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 
200g 200g×10個以上 200ｇ 200g 200g 200g

¥140 ¥1,330 ¥100 ¥140 ¥140 ¥120

      

イカすみそば 大丸かまぼこ 小丸まかぼこ シーサーかまぼこ 宮古風かまぼこ チキアギ(ゴボウ入) 

南風花食品 丸善 丸善 丸善 丸善 丸善 
冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 
200g 320g 220g 100g 150ｇ 200ｇ 

¥160 ¥480 ¥350 ¥200 ¥260 ¥350

  

沖縄そばだし業務用 沖縄そばだし業務用 沖縄そばだし業務用 沖縄そばだし業務用 沖縄そばだし業務用 沖縄そばだし6食分
サン食品 サン食品 リトル沖縄 マルタケ食品 三倉食品 南風花食品

常温 常温 常温 常温 常温 常温
1.8ℓ (約90食分) 1.8ℓ (約90食分) 1.8ℓ 1.8ℓ (約110食分) 2.09L 200g

¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,300 ¥400

      

沖縄そばだし 沖縄そばだし 沖縄そばだし粉末 沖縄そばだし液体 味付軟骨ソーキ 味付三枚肉スライス
サン食品 リトル沖縄 マルタケ食品 サン食品 オキハム オキハム 

常温 常温 常温 常温 冷凍 冷凍 
390g (約15食分) 300ml (約15食分) 1食×4P入 1食×6P入 業務用 1kg 業務用 1kg

¥406 ¥500 ¥180 ¥220 ¥1,328 ¥1,885

唐辛子　液体 唐辛子　液体 唐辛子　液体 紅生姜 
比嘉製茶 比嘉製茶 比嘉製茶 山本食品工業

常温 常温 常温 常温
140g 35g 業務用 １L PET 1kg 

¥600 ¥260 ¥1,462 ¥643

    

かつお削り節 かつお削り節 昆布 だし骨(背) だし骨(げんこつ) 
与那嶺鰹節 与那嶺鰹節 新垣具郎商店 国産 国産 

常温 常温 常温 冷凍 冷凍 
500g 1kg 200g 1kg 単価 1kg 単価

¥1,400 ¥2,500 ¥780 ¥310 ¥371
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ヨネマース 青い海の島マース ぬちまーす 雪塩　粉末 雪塩　顆粒 石垣の塩
与根製塩所 青い海 ぬちまーす パラダイスプラン パラダイスプラン 石垣の塩

常温 常温 常温 常温 常温 常温
800g 1kg 250g 120g 110g 500g

¥151 ¥300 ¥1,000 ¥553 ¥553 ¥857

粟国の塩 ウコン塩 紅塩 ぬちまーす ガーリック塩
沖縄海塩研究所 海洋創健 海洋創健 ぬちまーす 島酒家

常温 常温 常温 常温 常温
500g 200g 200g 25g

¥1,200 ¥500 ¥500 ¥1,000 ¥500

      

宮古みそ(赤みそ) 久米島みそ(赤みそ) 久米島みそ(白みそ) 久米島みそ(油みそ用) いなむどぅちみそ 酢みそ
マルキヨ 久米島みそ 久米島みそ 久米島みそ 赤マルソウ 赤マルソウ

冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 常温
1kg 1kg 1kg 800g 500g 190g

¥1,086 ¥630 ¥630 ¥630 ¥479 ¥279

油みそ　瓶 油みそパック
赤マルソウ 赤マルソウ 

常温 常温
500g

¥285 ¥571
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唐辛子　液体 唐辛子　液体 唐辛子　液体 島とうがらし(あらびき) 島とうがらし(粉末) 旨辛ペースト
比嘉製茶 比嘉製茶 比嘉製茶 大城海産物加工所 大城海産物加工所 比嘉製茶

常温 常温 常温 常温 常温 常温
140g 35g 業務用 １L PET 15ｇ 1800ml 120g

¥600 ¥260 ¥1,462 ¥630 ¥680 ¥580

石垣島ラー油 くめじまのらー油 シークヮーサーこしょう フィファチ 油みそ 豚肉入瓶 油みそパック
ペンギン食堂 島酒家 赤マルソウ 仲善 赤マルソウ 赤マルソウ 

常温 常温 常温 常温 常温 常温
100g 100g 150gパック 16g 140g 500g

¥1,150 ¥750 ¥1,330 ¥550 ¥285 ¥571

もずくのタレ シークヮーサーぽん酢 シークヮーサーぽん酢 塩ドレッシング タンカンドレッシング まるこめ酢
マルキン海産 座間味こんぶ 座間味こんぶ 赤マルソウ 赤マルソウ マグマ

常温 常温 常温 常温 常温 常温
280ml 250ml 瓶 1L PET 1L PET 1L PET 360ml

¥315 ¥473 ¥1,657 ¥1,500 ¥1,500 ¥270

A1ソース NO1ソース ピーナッツバター EGGOマヨネーズ 島とうがらし入りケチャップ

輸入 木戸食品 輸入 輸入
常温 常温 常温 常温 常温
240g 230g 340g 450g 300g

¥432 ¥385 ¥600 ¥600 ¥600

酢みそ ハイサイペースト ハイサイソース タコソース タコシーズニング
赤マルソウ リシコン リシコン オキハム オキハム

常温 常温 常温 常温 常温
190g 200ml 30g

¥240 ¥980 ¥580 ¥500 ¥220

ホリデーマーガリン 本醸造しょうゆ
輸入 赤マルソウ 
冷蔵 常温
453g 1L PET

¥429 ¥300
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豆腐よう 唐芙蓉(赤) 豆腐よう(赤) いか墨パック あまがし
うりずん 紅濱 海洋食品 丸昇物産 サンコープ 

冷蔵 冷蔵 冷蔵 常温 常温

4個入 1個 1個 150g 430g 

¥600 ¥195 ¥261 ¥600 ¥285

スクガラス スクガラス すみいか ワタガラス たこ塩辛 かつおの塩辛
大城海産物加工所 大城海産物加工所 大城海産物加工所 大城海産物加工所 大城海産物加工所 山口商店

常温 常温 常温 常温 常温 常温

120g 440g 280g 280g 280g

¥500 ¥1,527 ¥900 ¥900 ¥1,100 ¥1,980

砂肝ジャーキー唐辛子 砂肝ジャーキー胡椒 砂肝ジャーキー塩 砂肝ジャーキーオリオン

祐食品 祐食品 祐食品 祐食品

常温 常温 常温 常温

¥120 ¥120 ¥120 ¥120

ミミガージャーキー オリオンビアナッツ ゴーヤチップス 塩せんべい ハイサイピース
オキハム サン食品 南風堂 丸真製菓 リシコン

常温 常温 常温 常温 常温

28g 1列＝5P入 42g 5枚入

¥233 ¥260 ¥260 ¥161 ¥1,000

亀の甲せんべい 小亀せんべい 天使のはね 甘梅一番スッパイマン 梅花
玉木製菓 塩・しょうゆ・梅味 3種類 丸吉せんべい屋 上間菓子店

常温 常温 常温 常温 常温

9枚入 72g 35g バラ

¥189 ¥154 ¥230 ¥151 ¥198

　
珍
味
・
ジ
ャ
ー
キ
ー
・
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
　
な
ど

品薄商品

タネありタネあり



シークヮーサージュ－ス シークヮーサー入四季柑 シークヮーサー入四季柑 沖縄県産シークヮーサー 沖縄県産シークヮーサー ヒラミ８
沖縄ボトラーズ 沖縄バヤリース 比嘉製茶 JAおきなわ 琉球フロント JAおきなわ

常温 常温 常温 常温 常温 常温

 1.5L  PET 果汁100%  500ml 果汁100%  1.5L 100%　500ml 山原産100%  500ml 500ml PET

¥350 ¥493 ¥1,428 ¥650 ¥1,833 ¥500

ｼｰｸﾜｰｻｰ5倍希釈 RUBY (ルビー) アセロラシロップ タンカン８ 沖縄パイナップル ルートビア
北琉興産 沖縄県産ハイビスカス アセローラフレッシュA JAおきなわ pokka-sapporo A&W

常温 常温 常温 常温 常温 常温

１L PET ハイビスカス原液 1000ml 500ml PET 500mlﾊﾟｯｸ 355ml

¥1,400 ¥1,100 ¥2,200 ¥500 ¥680 ¥110

沖縄パインジュース パイナップルジュース ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂｼﾞｭｰｽ グァバジュース マンゴージュース
沖縄ポッカ デューランド デューランド デューランド デューランド

常温 常温 常温 常温 常温

２L 1L  パック 1L  パック 1L  パック 1L  パック

¥495 ¥357 ¥357 ¥357 ¥357

マンゴー5倍希釈 タンカン5倍希釈 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ5倍希釈 グァバ5倍希釈 マンゴージュース グァバジュース
北琉興産 北琉興産 北琉興産 北琉興産 豊物産 豊物産

常温 常温 常温 常温 常温 常温

１L PET １L PET １L PET １L PET 1L  PET 1L  PET

¥1,500 ¥1,600 ¥1,800 ¥1,500 ¥760 ¥760

シークヮーサー入ジュース グァバジュース マンゴージュース たんかんジュース パイナップルジュース オリオンサイダー
沖縄ボトラーズ 沖縄バヤリース 沖縄バヤリース 沖縄物産企業連合 沖縄バヤリース オリオンビール

550ml PET 500ml PET 500ml PET 500ml PET 500ml PET

¥139 ¥150 ¥150 ¥150 ¥155 ¥200

パワーギア yaima pai-water yaima pai-water
２L PET 500ml PET

¥140 ¥150 ¥100
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さんぴん茶 2L さんぴん茶 500ml さんぴん茶(缶) さんぴん茶 葉 さんぴん茶 10P入 さんぴん茶 40P入
沖縄ポッカ 琉球アジアン 琉球アジアン たいら園 沖縄ポッカ 沖縄ビエント

常温 常温 常温 常温 常温 常温
2L  PET 500ml PET 250ml 缶 70g 1L用パック×10Ｐ

¥325 ¥130 ¥68 ¥300 ¥325 ¥400

ウコン茶 2L 純発酵ウコン茶 1.5L うこん茶 500ml うこん茶 10P入 ゴーヤー茶 500ml ゴーヤ茶 20P入
沖縄ポッカ 発酵ウコン 沖縄ポッカ 沖縄ポッカ 沖縄物産企業連合 比嘉製茶

常温 常温 常温 常温 常温 常温
2L  PET 1.5L  PET 500ml PET 1L用パック×10Ｐ 500ml PET 0.5gパック×20P

¥325 ¥350 ¥146 ¥325 ¥130 ¥600

グァバ茶 500ml グアバ茶 葉 くみすくちん茶 30P入 ヨモギ茶 葉
沖縄ポッカ 沖縄長生薬草本社 仲善 比嘉製茶

常温 常温 常温 常温
500ml PET 100g 2gパック×30包 100g

¥146 ¥1,000 ¥900 ¥900

    

秋ウコン　粉 琉球酒豪伝説 もろみ酢(黒糖入)
仲善 沖縄長生薬草 久米仙酒造
常温 常温 常温
200g 720ml

¥1,800 ¥250 ¥2,000

ミキ 黒糖玄米 テスターズチョイス・オリジナル テスターズチョイス・デカフェ

マルマサファミリー マルマサファミリー ネスレ日本 ネスレ日本
常温 常温 常温 常温

250ml 缶 250ml 缶 175g 175g

¥130 ¥130 ¥860 ¥1,174

            

　
沖
縄
茶
・
ウ
コ
ン
・
健
康
食
品



海ぶどう 沖縄産 生もずく 1kg 沖縄産 塩もずく1kg 

沖縄県産 沖友

常温 冷蔵 冷蔵 

1kg 1kg 

¥300 ¥1,200 ¥1,000

      

島豆腐 500g 島豆腐 1kg 島豆腐 500g ゆし豆腐 
リトル沖縄ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ リトル沖縄ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ ひろし屋 ひろし屋 

冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵 
500g 1kg 500ｇ 1kg 

¥298 ¥567 ¥411 ¥519

琉球じーまーみとうふ ジーマーミ豆腐 じーまーみとうふ ジーマーミ豆腐
ハドムフードサービス 琉球うりずん のーら本舗 琉の月

冷蔵 冷蔵 冷蔵 常温
130g 150g 70g×4個入 70g×3個入

¥200 ¥230 ¥550 ¥400

  

ゴーヤー ナーベラー(ヘチマ) 青パパイヤ 冷凍 パパイヤスライス シークワーサー実 島らっきょう 
通年 通年 通年 中国産 9月～10月頃 1月～8月
冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷凍 冷蔵 冷蔵 
1本 1本 1個 500g 1P=500ｇ １束 

時価 時価 時価 ¥410 時価 時価 

    

冷凍 田芋(蒸かし) 紅イモペースト 冷凍 島唐辛子 冷凍 紅イモ(焼き)
通年 オキハム 8月～12月頃 沖縄県産
冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 
1kg 1kg 100ｇ 1kg 

時価 ¥810 時価 時価

フーチバー(よもぎ) ハンダマ 冷凍 からし菜
通年 通年 中国産
冷蔵 冷蔵 冷凍 
1束 1束 500g

時価 時価 ¥380
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くるま麩 3本入 圧縮麩 3枚入 圧縮麩 9枚入 圧縮麩スライス 1kg くるま麩 3本入 圧縮麩 8枚入
麩久寿 麩久寿 麩久寿 麩久寿 かりゆし製麩 かりゆし製麩 
常温 常温 常温 常温 常温 常温
3本入 3枚入 9枚入 1kg 3本入 8枚入

¥300 ¥250 ¥692 ¥2,902 ¥291 ¥800

  

沖縄そば(乾麺) 龍頭そうめん 沖錦 乾燥アーサ かつお削り節 500g かつお削り節 1kg
アワセそば 沖縄製粉 アワセそば 与那嶺鰹節 与那嶺鰹節 

常温 常温 常温 常温 常温 常温
270ｇ 500g 1kg 40g 500g 1kg 

¥230 ¥518 ¥650 ¥1,000 ¥1,465 ¥2,500

昆布 きざみ昆布 むきピーナッツ もち粉 いもくず タピオカ粉
新垣具郎商店 新垣具郎商店 座間味こんぶ 座間味こんぶ 座間味こんぶ 座間味こんぶ

常温 常温 常温 常温 常温 常温
200g 500g 1kg 1kg 1kg 1kg

¥780 ¥1,329 ¥908 ¥680 ¥491 ¥479

サーターアンダギーミックス 黒糖アンダギーミックス かぼちゃアンダギーミックス 紅芋アンダギーミックス 沖縄天ぷら粉
沖縄製粉 沖縄製粉 沖縄製粉 沖縄製粉 沖縄製粉

常温 常温 常温 常温 常温
500g 500g 500g 450g 500g 

¥260 ¥280 ¥330 ¥330 ¥220

ひらやーちーミックス ちんびんミックス ピーナツ豆腐の素 羽衣
沖縄製粉 沖縄製粉 岩谷産業 沖縄製粉

常温 常温 常温 常温
300g 350g 1kg 1kg 

¥240 ¥260 ¥2,799 ¥309

　
乾
物
・
粉
類
　
な
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平めん



          

三枚肉 軟骨ソーキ 本ソーキ ミミガースライス(ボイル済) ミミガースライス(ボイルなし)

外国産 国産 国産 オキハム 国産 
冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 

kg 単価 kg 単価 kg 単価 450g kg 単価

¥1,120 ¥880 ¥1,150 ¥714 ¥800

            

てびち (豚足) チマグ (豚足) 中味(ボイル済) テール(豚しっぽ) だし骨(背) だし骨(げんこつ) 
国産 国産 国産加工 国産 国産 国産 
冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 

kg 単価 kg 単価 kg 単価 kg 単価 1kg 単価 1kg 単価

¥800 ¥680 ¥1,200 ¥700 ¥310 ¥371

            

アグーバラスライス500g アグー 生ハム (9-12枚) 味付三枚肉スライス アグー中味カットなし 味付軟骨ソーキ
やんばる島豚 やんばる島豚 オキハム やんばる島豚 オキハム

冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 
500ｇパック 100gパック 業務用 1kg 1kgパック 業務用 1kg

¥2,180 ¥1,000 ¥1,885 ¥1,400 ¥1,328

        

山原若鶏もも 山原若鶏ムネ 山羊肉 あぐー餃子 あぐーメンチ 石垣牛コロッケ
沖縄産 沖縄産 外国産 我那覇畜産 オキハム ゆいまーる牧場
冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 

1P=約2kg 1P=約2kg 1kg 単価 12個入 6枚入り 10枚入り

kg単価 \1,400 kg単価 \900 ¥2,100 ¥569 ¥895 ¥1,295

        

グルクンホール冷凍 1P=約1.1kg弱 グルクンフィレ冷凍 きびなご冷凍 セーイカ冷凍 天ぷらの芯(白身魚)
外国産 100-150サイズ 外国産 国内産 沖縄県産 外国産
冷凍 1P=8～10本 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 

kg 単価 150-200サイズ kg 単価 500g kg 単価 1kg パック

¥980 1P=約6本 ¥1,230 ¥550 ¥2,980 ¥1,471

  

かまぼこ　赤/白/黄 たらし揚げ もずく天 3枚入 アーサ天 3枚入 にんにく天 3枚入
丸善 マ-ミヤかまぼこ マ-ミヤかまぼこ マ-ミヤかまぼこ マ-ミヤかまぼこ 
冷蔵 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 

ハーフサイズ 1kg 3枚入 3枚入 3枚入

¥550 ¥2,200 ¥380 ¥380 ¥380

　
冷
凍
　
肉
類
・
魚
類

1P＝約1.1kg 1P 300g～500g

1/2と1/4カットあり

1P 40～50本

品薄商品

品薄商品



          

味付三枚肉スライス 味付軟骨ソーキ 味付らふてぃ 味付ミミガー(しょう油味) スーチカ (豚肉塩漬け) くんちゃま(豚首)ベーコン

オキハム オキハム 一心産業 オキハム 外国産 オキハム
冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 

業務用 1kg 業務用 1kg 100g単価 450g 100g単価 100g単価

¥1,885 ¥1,328 ¥250 ¥757 ¥182 ¥140

      

ボイル済　ミミガースライス チラガー(豚顔皮)ｽﾓｰｸｽﾗｲｽ 味付らふてぃ 豚タン(舌)スモーク くーぶいりちー 紅イモペースト 
オキハム 沖縄ホーメル オキハム オキハム 沖縄丸一食品 オキハム 

冷凍 冷凍 冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷凍 
450g 1kg 1P=400g 1本 1kgパック 1kg 

¥714 ¥1,600 ¥1,000 ¥480 ¥1,200 ¥892

あぐーソーセージ 島豚もずくソーセージ イカスミソーセージ タコスウインナー ポルトギューソーセージ ポルトギューソーセージ

あさひ あさひ あさひ オキハム オキハム 沖縄ホーメル
冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 
500g 500g 500g 500g 5本入　535g 1本　105g

¥1,614 ¥1,085 ¥900 ¥850 ¥923 ¥211

  

フランクフルトソーセージ ツイスターポテト あぐー餃子 タコスボール(チーズ入)

沖縄ホーメル 輸入 我那覇畜産 オキハム 
冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 
6本入 1kg 12個入 30g×34個入

¥400 ¥1,000 ¥569 ¥1,262

    

サーターアンダギー ウムクジ天ぷら 紅イモごま団子 あぐーハンバーグ 石垣牛コロッケ あぐーメンチ
オキハム オキハム オキハム 我那覇畜産 ゆいまーる牧場 オキハム 

冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 冷凍 
20個入り 10枚入り 25個入り 1個150g×5個入 10枚入り 6枚入り

¥850 ¥500 ¥1,200 ¥1,476 ¥1,295 ¥895

紅芋コロッケ 田芋コロッケ
アンマーフーズ アンマーフーズ

冷凍 冷凍 
10個入り 10個入り

¥750 ¥750

　
簡
単
調
理
　
味
付
き
冷
凍
・
冷
蔵
加
工
品

1P 200g～400g 1P 300g～500g 1P 300g～500g


