
330ml×24 ￥ 330ml×24 ￥ 330ml×24 ￥ 330ml×24 ￥ 330ml×24 ￥

330ml×24 ￥ 330ml×24 ￥ 355ml×24 ￥ 355ml×24 ￥

275ml×24 ￥ 275ml×24 ￥ 275ml×24 ￥ 275ml×24 ￥ 330ml×24 ￥

700ml×12 ￥ 700ml×12 ￥

"ลาว" เบยีร์ "ลาว" เบยีร์ เบยีรล์าว (ด า) "ลาว" เบยีร ์（ทอง） "ชา้ง" เบยีร์

ビアラオ　ラガー ビアラオ　ラガー ビアラオ　ダーク ビアラオ　ゴールド チャーンビール

商品コード：AW0008 商品コード：AW0007 商品コード：AW0009 商品コード：AW0010 商品コード：AW0005

ラオス ラオス ラオス ラオス タイ

タイ タイ タイ ベトナム ベトナム

"สงิห"์ เบยีร์ "สงิห"์ เบยีร์ เบยีร　์LEO "333" เบยีร์ "ไซง่อ่น" เบยีร ์(ขวดเล็ก)

商品コード：AW0019 商品コード：AW0011 商品コード：AW0092 商品コード：AW0022 商品コード：AW0017

商品コード：AW0032 商品コード：AW0033 商品コード：AW0034 商品コード：AW0136 商品コード：AW0035

ワインクーラー ワインクーラー ワインクーラー ワインクーラー シンガポール

シンハービール シンハービール レオビール ３３３ビール サイゴーンビール

THAI SPIRIT 商品コード：AW0018 商品コード：AW0052

"สปาย" ไวน ์- คลาสสคิ "สปาย" ไวน ์- ขาว "สปาย" ไวน ์- แดง "สปาย" ไวน ์- ทอง "เสอื" เบยีร ์(ขวดเล็ก)

SPY　クラシック SPY　ホワイト SPY　レッド SPY　モスカート タイガービール
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ホントン

スピリッツ スピリッツ

"แสงโสม" วสิกี ้(ขวดใหญ)่ "หงษ์ทอง" วสิกี ้(ขวดใหญ)่

センソム



７００ml×１２ ￥ 300ml×12 ￥ 700ml×12 ￥ 300ml×12 ￥ ￥

750ml×6 ￥ 750ml×6 ￥ 取り寄せ品 取り寄せ品 取り寄せ品

￥ ￥ ￥ ￥ 取り寄せ品 ￥

￥ ￥ ￥ ￥ 取り寄せ品

商品コード：AW0021 商品コード：AW0031 商品コード：AW0020

เหลา้ขาวลาว 45 ดกีร ีขวดใหญ่ เหลา้ขาวลาว 45 ดกีร ีขวดเล็ก เหลา้ขาวลาว 25 ดกีร ีขวดใหญ่ เหลา้ขาวลาว 25 ดกีร ีขวดเล็ก

らおらお４５度 らおらお４５度 らおらお２５度 らおらお２５度

商品コード：AW0045

ラオス焼酎　乙類　 ラオス焼酎　乙類　 ラオス焼酎　乙類　 ラオス焼酎　乙類　

モンスーンバレー モンスーンバレー 陶器製 陶器製 陶器製

ไวนแ์ดงไทย ไวนข์าวไทย パイナップル柄 パイナップル柄 パイナップル柄

商品コード：AW0041 商品コード：AW0042

商品コード：SK0001 商品コード：SK0002 商品コード：SK0017 商品コード：SK0100 商品コード：SK0023

直径約12㎝ 直径約１４㎝ 直径約１６㎝ 鍋の口の直径約１０㎝ 鍋の口の直径約10㎝

赤ワイン 白ワイン 丸皿 長方形皿 蓋付きポット

商品コード：SK0022 商品コード：SK0021 商品コード：SK0004 商品コード：SK0003

高さ約12㎝ 高さ約１６㎝ 高さ約１９㎝ 鍋の高さ約８㎝ 鍋の高さ約8㎝

石臼 素焼き臼（中型） 素焼き臼（大型） ﾄﾑﾔﾑ鍋（素焼き）上下 ﾄﾑﾔﾑ鍋（陶器製）上下

タイスキヤキ鍋(ｱﾙﾐ製） タイスキヤキ鍋(ｱﾙﾐ製） もち米蒸し用アルミ鍋 もち米蒸し用竹籠 ごはん茶碗

幅約24㎝ 幅約22㎝ 胴の幅約23㎝ 口の幅約42㎝ 陶器製

高さ約19㎝ 高さ約17㎝ 高さ約21㎝ 高さ約30㎝ パイナップル柄

※（食器類）商品の写真はイメージです。実際のものとデザインや色が異なることがあります。
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400ml×24 ￥ 2900ml×6 ￥ 540g×24 ￥

330ml×24 ￥ 1000ml×12 ￥ 710ml×12 ￥ 710ml×12 ￥ 540g×24 ￥

565g×24 ￥ 565g×24 ￥ 565g×24 ￥ 565g×24 ￥ 440ml×24 ￥

565g×24 ￥ 670g×24 ￥ 565g×24 ￥ 400ml×24 ￥ 400ml×24 ￥

"ชาวเกาะ" น ้ากะทิ เฉากว๊ย

ココナツミルク ココナツミルク グラスゼリー

商品コード：CF0020 商品コード：CF0025 商品コード：CD0007

チャオコ チャオコ 味全（台湾）

"ชาวเกาะ" น ้ากะทิ

น ้ามะพรา้ว100％ น ้ามะพรา้ว100％ "บลบูอย" น ้าเขยีว "บลบูอย" น ้าแดง "เสวย" กะทเิขม้ขน้

ココナツウォーター ココナツウォーター グリーンシロップ レッドシロップ くわい水煮

商品コード：CJ0057 商品コード：CJ0056 商品コード：CJ0028 商品コード：CJ0029 商品コード：CF0017

チャオコ チャオコ ブルーボイ ヘーボイ 中国産

アロイディー アロイディー アロイディー アロイディー アロイディー

"อรอ่ยด"ี ลิน้จีใ่นน ้าเชือ่ม "อรอ่ยด"ี ล าไยในน ้าเชือ่ม "อรอ่ยด"ี เงาะในน ้าเชือ่ม "อรอ่ยด"ี ขนุนในน ้าเชือ่ม "อรอ่ยด"ี เนื้อมะพรา้วออ่นในน ้าเชือ่ม

商品コード：CF0001 商品コード：CF0002 商品コード：CF0003 商品コード：CF0005 商品コード：CF0010

商品コード：CF0006 商品コード：CF0007 商品コード：CF0014 商品コード：CF0024 商品コード：CF0009

アロイディー アロイディー アロイディー サボイ アロイディー

ライチ ロンガン ランブータン ジャックフーツ ヤングココナツミート
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"อรอ่ยด"ี เมล็ดลกูตาลในน ้าเชือ่ม "เสวย" กะทเิขม้ขน้ "อรอ่ยด"ี น ้ากะทิ

パームスライス パームシード（アタップ） パーム＆ジャックフルーツ ココナツクリーム ココナツミルク



350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥

350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥

350ml×24 ￥ 250ml×30 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥

350ml×24 ￥ 350ml×24 ￥ 300ml×24 ￥ 720ml×12 ￥ 350ml×24 ￥

商品コード：CJ0004 商品コード：CJ0005 商品コード：ＣＪ0006 商品コード：ＣＪ0007 商品コード：CJ0008

FOCO FOCO FOCO FOCO FOCO

商品コード：CJ0009 商品コード：CJ0010 商品コード：CJ0039 商品コード：CJ0040 商品コード：CJ0021

น ้าใบบวับก ชาเกก๊ฮวย  น ้ามะพรา้ว  น ้าลิน้จี่ น ้าฝร่ัง

ペニーワートドリンク 菊花ドリンク ココナツジュース ライチドリンク グアバドリンク

マンゴドジュース タマリンドジュース ローステッドココナツジュース タイティードリンク バジルシードドリンク

FOCO FOCO FOCO FOCO FOCO

น ้ามะมว่ง  น ้ามะขาม  น ้ามะพรา้วเผา ชาไทย น ้าเมล็ดแมงลกั

น ้าทับทมิ  เครือ่งดืม่รังนก น ้าออ้ย เครือ่งดืม่วา่นหางจรเข ้ น ้าเสาวรส

ザクロドリンク 燕の巣ドリンク サトウキビジュース アロエドリンク パッションフルーツドリンク

商品コード：CJ0036 商品コード：CJ0018 商品コード：CJ0024 商品コード：ＣJ0033 商品コード：ＣJ0035

FOCO FOCO FOCO FOCO FOCO

チャオコー 台湾産 グリーンスポット Cofe ファンタ

น ้ามะพรา้วผสมเยลลี่ "ไตห้วนั" เฉากว๊ย นมถ่ัวเหลอืง ไวตามิล้ค์ น ้าถ่ัวเหลอืง "แฟนตา้" เขยีว

商品コード：CJ0023 商品コード：CJ0001 商品コード：CJ0042 商品コード：ＣＪ0044 CJ0025
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ｺｺﾅﾂｼﾞｭｰｽ（ｾﾞﾘｰ入り） グラスゼリードリンク 豆乳 濃縮タイ国コーヒー メロンソーダ



540g×24 ￥ 1200g×12 ￥ 540g×24 ￥ 540g×24 ￥ 400ml×24 ￥

565g×24 ￥ 565g×24 ￥ 565g×24 ￥ 790g×12 ￥ 425g×24 ￥

565g×24 ￥ 565g×24 ￥ 565g×24 ￥ 145g×48 ￥

185g×48 ￥ 400g×24 ￥ 200g×24 ￥ 200g×24 ￥

アロイディー アロイディー アロイディー アロイディー アロイディー

"อรอ่ยด"ี หน่อไมร้วก "อรอ่ยด"ี หน่อไมร้วก "อรอ่ยด"ี หน่อไมร้วก (แผน่) "อรอ่ยด"ี หน่อไมร้วก+ใบยา่นาง "อรอ่ยด"ี ใบยา่นาง

商品コード：CV0005 商品コード：CV0032 商品コード：CV0027 商品コード：CV0006 商品コード：CV0031

商品コード：CV0001 商品コード：CV0120 商品コード：CV0020 商品コード：CV0034 商品コード：CV0026

アロイディー アロイディー クック ツインイーグルス ツインイーグルス

竹の子（ホール） 竹の子（ホール） 竹の子線切 竹の子ヤナン葉エキス入り ヤナン葉エキス

　

商品コード：CV0018 商品コード：CV0015 商品コード：CV0115 商品コード：CV0003

"อรอ่ยด"ี ผักกาดดองเปรีย้วในน ้าเกลอื "อรอ่ยด"ี ขนุนออ่นในน ้าเกลอื "ไก"่ ขนุนออ่นในน ้าเกลอื "อนิทรยีค์ู"่ เห็ดฟาง (ผา่ครึง่) "อนิทรยีค์ู"่ เห็ดฟาง

サワーマスタードグリーン ヤンググリーンジャックフルーツ ヤンググリーンジャックフルーツ ふくろたけ（半切り） フクロタケ（中玉）

ヤングコーン バナナブロッサム バナナブロッサム クキレタスピクルス

銘柄不定 クック アロイディー ピジョン

ขา้วโพดออ่น (ไตห้วนั) ขา้วโพดออ่น (ไตห้วนั) ขา้วโพดออ่น (ไตห้วนั) "นกพริาบ" ผักกาดดอง

 เนือ้ปสูบัในเครือ่งเทศ มันปใูนน ้ามันถ่ัวเหลอืง มันกุง้ในน ้ามันถ่ัวเหลอืง

サバトマト煮 かにインスパイス かにペースト えびペースト

商品コード：CS0002 商品コード：PS0040 商品コード：PS0035 商品コード：PS0036

ロサ ポークワン クック クック

"โรซา่" ซารด์นีในมะเขอืเทศ
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22g×24×6 ￥ 22g×24×6 ￥ 300g×30 ￥ 500g×40 ￥ 250g×80 ￥

400g×20 454g×25 ￥ 100g×36 ￥ 50g ￥

500g×30 ￥ 60g×10×10 ￥ 400g×20 ￥ 400g×20 ￥ 400ｇ×20 ￥

400ｇ×20 ￥ 400g×20 ￥ 250g×24 ￥ 500ml×24 ￥ 500g×24

"คนอร"์ กอ้นปรงุรสหมู "คนอร"์ กอ้นปรงุรสไก่ ผงปรงุซปุรสหมู "อะยโินะโมะโตะ" ผงชรูส "อะยโินะโมะโตะ" ผงชรูส

ポークキューブ チキンキューブ ポークスープの素 ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

商品コード：DR0133

クノール クノール ゴスト 味の素 味の素

商品コード：KS0006 商品コード：KS0007 商品コード：KS0071 商品コード：DR0033

ニューグレード クック 銃印 タイ国産

สาคใูบเตย "ไก"่ สาคใูบเตย (เม็ดเล็ก) ผงกะหรี่ ผงวุน้

商品コード：KS0103 商品コード：DR0009 商品コード：KS0057 商品コード：DR0018

商品コード：DR0024 商品コード：KS0010 商品コード：DR0135 商品コード：DR0134 商品コード：DR0030

チャオタイ チャオタイ ベトナム産 ベトナム産 ベトナム産

タピオカ（小粒）白 タピオカ（小粒）緑 カレー粉 寒天パウダー

商品コード：DR0031 商品コード：DR0202 商品コード：VT0026 商品コード：VT0025 商品コード：DR0082

"ชาวไทย" กะทผิง (ถงุใหญ)่ "ชาวไทย" กะทผิง (ถงุเล็ก) バンクオン粉 แป้งมัน แป้งขา้วจา้ว

ココナツパウダー ココナツパウダー 蒸し春巻きの粉 タピオカパウダー ライスパウダー
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もち米パウダー お好み焼きの粉 チリソース NAM NGU ココナツシュガー

ベトナム産 ベトナム産 ベトナム産 ベトナム産 ﾂｲﾝｲｰｸﾞﾙｽ

แป้งขา้วเหนยีว （バインセオ） CHIN-SU CHIN-SU  น ้าตาลมะพรา้ว



454g×24 ￥ 454g×24 ￥ 200g×40 ￥ 300g×24 ￥ 600g×18 ￥

454g×24 ￥ 350g×24 ￥ 100g×60 ￥ 100g×48 ￥ 100g×48 ￥

100g×120 ￥ 70g×120 ￥ 100g×120 ￥ 65g×120 ￥ 30g×240 ￥

400g ￥ 500g×20 ￥ 454g×24 ￥ 500g×20 ￥ 500g×20 ￥

商品コード：SD0003 商品コード：SD0058 商品コード：KS0039 商品コード：SD0015 商品コード：SD0014

酢漬けニンニク 酢漬け竹の子（片） シュリンプチップ 紅豆腐 冬菜(タンチャイ)

タイ産 タイ産 マノラー 台湾産 中国産

กระเทยีมดอง หน่อไมด้องแผน่ "มโนราห"์ ขา้วเกรยีบกุง้ดบิ เตา้หูย้ี้ ตงัไฉ่

 ปลารา้ ปลากะดี่ "ตราชัง่" กะปิ "ตราชัง่" กะปิ "อนิทรยีค์ู"่ หอมเจยีว "อนิทรยีค์ู"่ กระเทยีมเจยีว

ﾋﾟｸﾙﾄﾞｸﾞﾗﾐｰﾌｨｯｼｭ シュリンプペースト シュリンプペースト フライドオニオン フライドガーリック

商品コード：SD0011 商品コード：KS0113 商品コード：KS0111 商品コード：DR0080 商品コード：DR0081

パンタイノラシン メーパノム メーパノム ﾂｲﾝｲｰｸﾞﾙｽ ﾂｲﾝｲｰｸﾞﾙｽ

ロボ ロボ ロボ ロボ ロボ

"โลโบ"้ ผงหมแูดง "โลโบ"้ ผงแหนม "โลโบ"้ ผงสะเตะ๊ "โลโบ"้ "โลโบ"้ เครือ่งตม้ย า

商品コード：KS0025 商品コード：KS0027 商品コード：KS0028 商品コード：KS0026 商品コード：PS0059

商品コード：DR0047 商品コード：DR0061 商品コード：DR0040 商品コード：KB0001 商品コード：KB0003

ナンバーワンティー 国産 クック イーグル イーグル

チャーシューの素 ネームの素 サテーの素 パローの素 トムヤムペースト
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ผงชาไทย (สตูรดัง้เดมิ) พรกิป่น "ไก"่ มะขามเปียก ถ่ัวซกี ถ่ัวเขยีว

タイ紅茶粉 焙煎唐辛子粉 タマリンドペースト 緑豆（皮むき） 緑豆（ホール）



300g×30 ￥ 454g×30 ￥ 454g×30 ￥ 454g×30 ￥ 454g×24 ￥

500g×20 ￥ 454g×30 ￥ 400g×30 ￥ 400g×30 ￥ 400g×30 ￥

200g×24 ￥ 250g×40 ￥ 250g×40 ￥ 500g×40 ￥ 500g×20 ￥

454g×30 ￥ 454g×30 ￥ 454g×30 ￥ 5kg×4 ￥ 5kg×4 ￥

商品コード：KR0005 商品コード：KR0004 商品コード：KR0003 商品コード：KR0002 商品コード：KR0201

イーグル イーグル イーグル イーグル イーグル

商品コード：KR0067 商品コード：KR0062 商品コード：KR0174 商品コード：KR0173 商品コード：KR0172

"อนิทรยี"์ เสน้กว๋ยเตีย๋ว (1 มลิ) "อนิทรยี"์ เสน้กว๋ยเตีย๋ว (2 มลิ) "อนิทรยี"์ เสน้กว๋ยเตีย๋ว (3 มลิ) "อนิทรยี"์ เสน้กว๋ยเตีย๋ว (5 มลิ) "อนิทรยี"์ เสน้กว๋ยเตีย๋ว (10 มลิ)

ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　1㎜ ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　2㎜ ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　3㎜ ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　5㎜ ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　10㎜

春雨 ライスヌードル　3㎜ ブンガオ　1㎜ ブンボフェ　1.8㎜ ブントゥイ　1㎜

フェニックス ツインイーグルス ドｩイアン ドｩイアン ドｩイアン

"ฟินคิส"์ วุน้เสน้ "อนิทรยีค์ู"่ เสน้กว๋ยเตีย๋วเฝอ (3 มลิ) DUY ANH DUY ANH DUY ANH

"Kitoku" ขา้วเหนยีวนึง่  แผน่ใบเมีย่ง 16 cm. (บาง) เวยีตนาม  แผน่ใบเมีย่ง 22 cm. (บาง) เวยีตนาม  แผน่ใบเมีย่ง 28 cm. (บาง) เวยีตนาม  แผน่ใบเมีย่ง 22 cm. (บาง)

ｲﾝｽﾀﾝﾄ「もち米」 ﾗｲｽﾍﾟｰﾊﾟｰ16㎝ ﾗｲｽﾍﾟｰﾊﾟｰ22㎝ ﾗｲｽﾍﾟｰﾊﾟｰ28㎝ ﾗｲｽﾍﾟｰﾊﾟｰ22㎝

商品コード：DR0028 商品コード：KR0047 商品コード：KR0048 商品コード：KR0044 商品コード：KR0028

ゴールデンフェニックス ツインイーグルス ツインイーグルス ツインイーグルス YUSEI

ﾂｲﾝｲｰｸﾞﾙｽ ﾂｲﾝｲｰｸﾞﾙｽ ﾂｲﾝｲｰｸﾞﾙｽ ゴールデンフェニックス ゴールデンフェニックス

 เสน้กว๋ยเตีย๋ว (2 มลิ)  เสน้กว๋ยเตีย๋ว (3 มลิ)  เสน้กว๋ยเตีย๋ว (10 มลิ) "หงษ์ทอง" ขา้วหอมมะลิ "หงษ์ทอง" ขา้วเหนยีว

商品コード：KR0304 商品コード：KR0303 商品コード：KR0301 商品コード：KR0133 商品コード：KR0134
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ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　2㎜ ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　3㎜ ﾗｲｽｽﾃｨｯｸ　10㎜ ジャスミンライス もち米



400g×24 ￥ 400g×24 ￥ 400g×24 ￥ 400g×24 ￥

50g×120 ￥ 50g×120 ￥ 50g×120 ￥ ￥ 400g×12 ￥

1kg×10 ￥ 1kg×10 ￥ 1kg×10 ￥ 1kg×10 ￥ ￥

500g×20 ￥ 500g×20 ￥ 500g×20 ￥ 500g×20 ￥ 500g×20 ￥

1kg×10 ￥ 454g×24 ￥ 227g×24 ￥ 454g×24 ￥ 3kg×4 ￥

商品コード：PS0020 商品コード：PS0021 商品コード：PS0025 商品コード：PS0024

メープロイ メープロイ メープロイ メープロイ

商品コード：PS0081

メープロイ メープロイ メープロイ メーシー

商品コード：PS0030 商品コード：PS0031 商品コード：PS0032

"แมพ่ลอย" แกงเผ็ด "แมพ่ลอย" แกงเขยีวหวาน "แมพ่ลอย" แกงกะหรี่ "แมพ่ลอย" แกงสม้

レッドカレーペースト グリーンカレーペースト イエローカレーペースト サワーカレーペースト

商品コード：PS0011 商品コード：PS0015 商品コード：PS0008 商品コード：PS0013 商品コード：PS0014

"แมพ่ลอย" แกงเผ็ด "แมพ่ลอย" แกงเขยีวหวาน "แมพ่ลอย" แกงกะหรี่ "แมพ่ลอย" แกงเขยีวหวาน

レッドカレーペースト グリーンカレーペースト イエローカレーペースト グリーンカレーペースト

レッドカレーペースト グリーンカレーペースト カリーカレーペースト マッサマンカレーペースト パネンカレーペースト

ニタヤ ニタヤ ニタヤ ニタヤ ニタヤ

"แมพ่ลอย" แกงเผ็ด "แมพ่ลอย" แกงเขยีวหวาน "แมพ่ลอย" แกงกะหรี่ "แมพ่ลอย" แกงมัสมัน่ "แมพ่ลอย" แกงพะแนง
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"นติยา" น ้าพรกิเผา "ทรเีชฟ" เครือ่งตม้ย า "ทรเีชฟ" เครือ่งตม้ย า "แมพ่ลอย" น ้าพรกิเผา "แมพ่ลอย" น ้าพรกิเผา

チリインオイルペースト トムヤムペースト トムヤムペースト チリインオイルペースト チリインオイルペースト

商品コード：PS0050 商品コード：PS0057 商品コード：PS0087 商品コード：PS0052 商品コード：PS0082

ニタヤ スリーシェフ スリーシェフ メープロイ メープロイ



800g×12 ￥ 350g×24 ￥ 700ml×12 ￥ 300ml×24 ￥ 350g×12 ￥

950g×12 ￥ 400g×24 ￥ 940g×12 ￥ 400g×24 ￥ 800g×12 ￥

800g×12 ￥ 800g×12 ￥ 350g×24 ￥ 800g×12 ￥ 350g×24 ￥

180g×24 ￥ 2000ml×6 ￥ 5000mｌ×3 ￥ 2300g×6 ￥ 6000g×3 ￥

เตา้เจีย้ว "เด็กสมบรูณ์" เตา้เจีย้ว "เด็กสมบรูณ์" ซอีิ๊วขาว "เด็กสมบรูณ์" ซอีิ๊วขาว "เด็กสมบรูณ์" น ้าจิม้แจว่ "เด็กสมบรูณ์"

ソイビーンペースト ソイビーンペースト ソイビーンソース ソイビーンソース ﾀｲｽﾊﾟｲｼｰﾃﾞｨｯﾋﾟﾝｸﾞｿｰｽ

商品コード：SB0005 商品コード：SB0007 商品コード：SB0009 商品コード：SB0011 商品コード：SC0033

ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ

ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ

ซอีิ๊วหวาน "เด็กสมบรูณ์" ซอีิ๊วหวาน "เด็กสมบรูณ์" ซอีิ๊วด า "เด็กสมบรูณ์" ซอีิ๊วด า "เด็กสมบรูณ์" น ้าจิม้ไก ่"เด็กสมบรูณ์" 

商品コード：SB0014 商品コード：SB0015 商品コード：SB0021 商品コード：SB0022 商品コード：SC0004

商品コード：SC0015 商品コード：SC0020 商品コード：SC0021 商品コード：SF0008 商品コード：SF0013

ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ

ブラックスィートソイソース ブラックスィートソイソース ブラックソイソース ブラックソイソース スィートチリソース

商品コード：SF0010 商品コード：SB0309 商品コード：SB0209 商品コード：SF0308 商品コード：SF0208

น ้าจิม้บว๊ยเจีย่ "เด็กสมบรูณ์" น ้าจิม้สกุีย้ากี ้"เด็กสมบรูณ์" น ้าจิม้สกุีย้ากี ้"เด็กสมบรูณ์" ซอสหอยนางรม "เด็กสมบรูณ์"ซอสหอยนางรม "เด็กสมบรูณ์"

スィートプラムソース スキヤキソース スキヤキソース オイスターソース オイスターソース
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「X・O」フィッシュペースト ソイビーンソース ソイビーンソース オイスターソース オイスターソース

ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ ﾍﾙｼｰﾎﾞｰｲ

เนื้อปลาอนิทรยี ์ X.O. "เด็กสมบรูณ์" ซอีิ๊วขาว "เด็กสมบรูณ์" ซอีิ๊วขาว "เด็กสมบรูณ์" ซอสหอยนางรม "เด็กสมบรูณ์"ซอสหอยนางรม "เด็กสมบรูณ์"



700ml×12 ￥ 700ml×12 ￥ 200ml×12 ￥ 4500ml×2 ￥ 725ml×12 ￥

700ml×12 ￥ 4500ml×3 ￥ 1000ml×12 ￥ 4500ml×4 ￥ 830g×12 ￥

700ml×12 ￥ 4500ml×3 ￥ 680ml×12 ￥ 230ml×24 ￥ 750ml×12 ￥

980g×12 ￥ 390g×24 ￥ 5kg×3 ￥ 1000ml×12 ￥ 110ml×24 ￥

商品コード：SC0027 商品コード：SF0001 商品コード：SF0002 商品コード：SF0003 商品コード：SF0027

ビネガー ナンプラ ナンプラ ナンプラ ナンプラ

ティパロス ティパロス ティパロス ティパロス クック

"ทพิรส" น ้าสม้สายชู "ทพิรส" น ้าปลา "ทพิรส" น ้าปลา "ทพิรส" น ้าปลา "ไก"่ น ้าปลา

"ตราชัง่" น ้าปลา "ตราชัง่" น ้าปลา "หอยนางรม" น ้าปลา "หอยนางรม" น ้าปลา "ชอ๊ยส"์ ซอ๊สหอยนางรม

ナンプラ ナンプラ ナンプラ ナンプラ オイスターソース

商品コード：SF0035 商品コード：ＳＦ0025 商品コード：SF0012 商品コード：SF0031 商品コード：SF0029

バランス バランス オイスター オイスター チョイス

スクイッド スクイッド ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾏｳﾝﾃﾝ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾏｳﾝﾃﾝ メーパノム

"ปลาหมกึ" น ้าปลา "ปลาหมกึ" น ้าปลา "ภเูขาทอง" ซอ๊สพรกิ "ภเูขาทอง" ซอ๊สพรกิ "แมป่ระนอม" น ้ามันน ้าพรกิเผา

商品コード：SF0011 商品コード：SF0111 商品コード：SC0007 商品コード：SC0003 商品コード：SC0019

商品コード：SC0008 商品コード：SC0012 商品コード：SC0034 商品コード：SB0102 商品コード：SB0001

メーパノム メーパノム メーパノム ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾏｳﾝﾃﾝ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾏｳﾝﾃﾝ

ナンプラ ナンプラ チリソース　 チリソース シーズニングオイル
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"แมป่ระนอม" น ้าจิม้ไก่ "แมป่ระนอม" น ้าจิม้ไก่ "แมป่ระนอม" น ้าจิม้ไก่ "ภเูขาทอง" ซอ๊สปรงุรส "ภเูขาทอง" ซอ๊สปรงุรส

スィートチリソース スィートチリソース スィートチリソース シーズニングソース シーズニングソース



500g ￥ 500g×20 ￥ 500g×20 ￥ 200g ￥ kg ￥

250g 100g kg ￥ kg ￥ kg ￥

500g ￥ 250g ￥ 100g ￥ kg ￥ 450g ￥

200g ￥ 200g ￥ 200g ￥ 200g ￥ 200g ￥

商品コード：YS0032 商品コード：CN0133 商品コード：YS0034 商品コード：NS0350 商品コード：NS0046

冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品

商品コード：NS0220 商品コード：NS0120 商品コード：YS0008 商品コード：NP0022

พรกิแดงแชแ่ขง๊ พรกิเขยีวแชแ่ขง๊ พรกิชีฟ้้าแดงแชแ่ข็ง ขมิน้ เผอืก

冷凍唐辛子　赤　 冷凍唐辛子　緑　 ピキファーデン 冷凍ターメリック 冷凍タロイモ

冷凍カフェライムリーフ 冷凍カフェライムリーフ 冷凍サトウキビ ナマズ（パードゥック）

冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品

ใบมะกรดูสดแชแ่ขง๊ ใบมะกรดูสดแชแ่ขง๊ ออ้ยแชแ่ข็ง ปลาดกุแชแ่ขง๊

ไสอ้ัว่ ไสก้รอกอสิาน แหนม (แทง่ยาว) ปเูค็ม ทอดมันปลากรายแชแ่ขง๊

サイワ サイコ ネーム（長） 塩漬けカニ 魚肉ペースト

商品コード：NP0016 商品コード：NP0107 商品コード：NP0014 商品コード：NP0017 商品コード：NP0023

冷凍食品 冷凍食品 冷蔵食品 冷蔵食品 冷凍食品

冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品

ลกูชิน้ปลาแชแ่ขง๊ ทอดมันปลาแชแ่ขง๊ ลกูชิน้หมแูชแ่ขง๊ ลกูชิน้เนือ้แชแ่ขง๊

商品コード：NP0064 商品コード：NP0102 商品コード：NP0058 商品コード：NP0150 商品コード：NP0149
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冷凍魚肉団子　丸型 冷凍魚肉団子　ラグビー型 冷凍タイさつま揚げ 冷凍豚肉団子 冷凍牛肉団子



1袋5ケ入り ￥ 220g ￥ 220g ￥ 300ml×24 ￥ 1000ml×10 ￥

630g ￥ 400g ￥ 380g ￥ 400g ￥

1900ml×12 ￥ 1900ml×12 ￥ 1900ml×12 ￥ 1900ml×12 ￥ 1kg×20 ￥

kg ￥ kg ￥ kg ￥ kg ￥ ￥

冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品

กุย่ชา่ย ใบกะเพราแชแ่ขง๊ ใบโหระพาแชแ่ขง๊ "ไทยแลนด"์ น ้ามะนาวแชแ่ขง๊ "ไทยแลนด"์ น ้ามะนาวแชแ่ขง๊

商品コード：NP0024 商品コード：YS0030 商品コード：YS0031 商品コード：CJ0053 商品コード：CJ0055

商品コード：CD0013 商品コード：CD0014 商品コード：CD0114 商品コード：CD0015

冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品

ニラまんじゅう 冷凍ホーリーバジル 冷凍スィートバジル 冷凍ライムジュース 冷凍ライムジュース

商品コード：CD0019 商品コード：CD0020 商品コード：CD0028 商品コード：CD0029 商品コード：KS0030

ขนมถว้ย ขนมหมอ้แกง ขนมหมอ้แกง ขนมชัน้

カノムトァイ カノムモーケン(輸入品） カノムモーケン（自社品） カノムチャーン

ココナツアイスクリーム マンゴアイスクリーム タロイモアイスクリーム パパイヤアイスクリーム 干し海老

冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷凍食品 冷蔵食品

ไอศครมีกะทิ ไอศครมีมะมว่ง ไอศครมีเผอืก ไอศครมีมะละกอ กุง้แหง้

 พรกิแหง้เม็ดเล็ก พรกิแหง้เม็ดใหญ่ โป๊ยกั๊ก อบเชย

乾燥唐辛子（ホール） ピキファーヘン ｽﾀｰｱﾆｽ　ﾎｰﾙ（八角） ｼﾅﾓﾝ（桂皮）

商品コード：KS0114 商品コード：DR0046 商品コード：DR0019 商品コード：DR0012

中国産 中国産
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kg ￥ kg ￥ kg ￥ kg ￥ kg ￥

kg ￥ kg ￥ kg ￥ kg ￥ kg ￥

kg ￥ kg ￥ kg ￥ kg ￥

1個 \＠ 1個 ￥＠ ケース ￥ ケース ￥

ตะไครส้ด ใบ ชะพลู ขา่ หอมแดงสด ใบตอง

レモングラス（タカイ） ベテルリーフ（バイチャプー） ガランガー（カー） シャロット（ホムデン） バナナリーフ（バイトーン）

ラオス国自社農園によるオーガニック・有機栽培

商品コード：NS0003 商品コード：NS0022 商品コード：NS0005 商品コード：NS0006 商品コード：NS0007

冷蔵食品 冷蔵食品（季節野菜） 冷蔵食品 冷蔵食品 冷蔵食品

ผักชฝีร่ัง มะละกอ　ญีปุ่่ น กระชาย ใบกะเพรา ใบโหระพา

商品コード：NS0027 商品コード：NS0010 商品コード：NS0009 商品コード：NS0011 商品コード：NS0012

商品コード：NS0008 商品コード：NS0013 商品コード：NS0019 商品コード：NS0033

冷蔵食品(取り寄せ品） 冷蔵食品（季節野菜） 冷蔵食品 冷蔵食品（季節野菜）

ｽﾃｨﾝｷﾝｸﾞ（ﾊﾟｸﾁｰﾌｧﾗﾝ) 青パパイヤ（沖縄産） チャイニーズキー（カチャイ） ﾎｰﾘｰﾊﾞｼﾞﾙ（カパオ） ｽｨｰﾄﾊﾞｼﾞﾙ（ホラパー）

商品コード：NS0023 商品コード：NS0056 商品コード：NS0130 商品コード：YS0017

ใบเตย คะนา้ ผักชี ใบสะระแหน่

ﾊﾟﾝﾀﾞﾅｽﾘｰﾌ(ﾊﾞｲﾄｰｲ) ﾁｬｲﾆｰｽﾞｹｰﾙ（カナー） ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ（パクチー） ミント（サラネ）

ココナツホール オールドココナツ 青マンゴ 黄色マンゴ

冷蔵食品(取り寄せ品） 常温（取り寄せ品） 冷蔵食品（取り寄せ品） 冷蔵食品（取り寄せ品）

ลกูมะพรา้ว มะมว่ง มะมว่ง
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日着希望：時間帯→

バラ ケース

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ご担当者様のお名前：

※商品引換払いでお願い致します。到着希望日をご記入下さい。　　　　　

ORDER SHEET（注文書）FAX：03-3974-0790

ご住所「ADDRESS」：〒　　　　　　-　　　　　　　　

TEL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　携帯電話：

寮都産業株式会社　LIEUTOU

お客様のお名前（会社名）「NAME」：

月 午前中・　14時～16時・　16時～18時・　18時～20時・　19時～21時

*納品希望日のご記入が無い場合は最短でお届け致します。ご了承下さい。

商品コード 商品名・ブランド名・規格


