
　

カテゴリ 商品番号 商品名 産地 価格 変更 カテゴリ 商品番号 商品名 産地 価格 変更

167182 きゅうり　1本 東北 ¥85 △ 167258 もやし（約1ｋｇ）　1ﾊﾟｯｸ 栃木・福島 ¥195  

124827 プチトマト（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 青森他 ¥300 △ 167275 輸入きぬさや（約50ｇ）　1ﾊﾟｯｸ ベトナム ¥110  

167033 黄プチトマト（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 愛知他 ¥475 △ 167276 いんげん（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 青森 ¥340 △

124847 なす（5本）　1ﾊﾟｯｸ 群馬他 ¥300 △ 124829 国産ブロッコリー　1個 北海道他 ¥300 △

167100 カボチャ（6玉ｻｲｽﾞ）　1個 北海道他 ¥540 △ 167010 カリフラワー（Ｌｻｲｽﾞ）　1個 新潟・長野 ¥615 △

124846 ピーマン（約150ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 岩手他 ¥150  124836 キャベツ（8玉ｻｲｽﾞ）　1個 茨城・群馬 ¥270  

124834 赤パプリカ　1個 韓国 ¥200 △ 167189 【ｹｰｽ】キャベツ（8玉ｻｲｽﾞ）　8個 群馬他 ¥2,000  

124835 黄パプリカ　1個 韓国 ¥200 △ 167017 赤キャベツ　1個 国産各地 ¥565 △

124860 ししとう　1ﾊﾟｯｸ 高知 ¥235 ▼ 124886 ロメインレタス（コスレタス）　1個 長野 ¥210  

167166 とうもろこし　1本 北海道 ¥250 △ 124825 グリーンリーフ（グリーンカール） 1個 長野 ¥250 △

167059 ヤングコーン（ベビーコーン）（約80ｇ）　1ﾊﾟｯｸ タイ・フィリピン ¥210  167206 レタス　1個 長野 ¥250 △

125771 ズッキーニ（Ｓｻｲｽﾞ）　1本 長野他 ¥210 △ 124826 サニーレタス　1個 長野 ¥250 △

167161 黄ズッキーニ（Ｓｻｲｽﾞ）　1本 千葉他 ¥300 △ 167193 【ｹｰｽ】サニーレタス（15玉ｻｲｽﾞ）　15個 長野 ¥3,500 △

167259 ミディトマト（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 岩手・北海道 ¥350  167018 サラダ菜（Ｌｻｲｽﾞ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・福岡 ¥175 △

167264 オクラ（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 宮崎・鹿児島 ¥210 △ 124859 ほうれん草　1ﾊﾟｯｸ 群馬他 ¥350 △

167271 トマト　1個 青森・北海道 ¥160 △ 167022 サラダほうれん草　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥210 △

167272 長なす　1本 群馬・茨城 ¥120 △ 125240 春菊（約160ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・宮城 ¥500 △

167249 万願寺ししとう（緑）（約150ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 京都 ¥690 △ 167237 小松菜（大束）（約500ｇ）　1束 茨城 ¥375 △

167299 カラフルミニトマト（約200g） １ﾊﾟｯｸ 青森・栃木他 ¥600 △ 124864 白菜（4玉ｻｲｽﾞ）　1個 長野・茨城 ¥750 △

167280 泉州水茄子　1個 大阪 ¥315  167058 チンゲン菜（Ｌｻｲｽﾞ）　2株 茨城 ¥160 △

167286 賀茂茄子　1個 京都 ¥565 △ 124848 にら　1束 栃木他 ¥150 △

167288 白茄子　1個 静岡 ¥325 △ 124863 水菜（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥200  

167303 翡翠（ひすい）かぼちゃ　１個 高知 ¥450 △ 167057 エンダイブ　1個 千葉・長野 ¥475  

167130 【ｹｰｽ】中国産長ねぎ（Ｌｻｲｽﾞ）　5ｋｇ 中国 ¥1,500  124832 トレビス　1個 アメリカ ¥450  

124858 万能ねぎ（小ねぎ）（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 大分・福岡 ¥210 △ 167260 サンチュ（パオ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉 ¥225 △

167016 わけぎ（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 埼玉・千葉 ¥250 △ 167278 ベビーリーフ（約50ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥210  

167116 アスパラ（約100ｇ）　1束 長野他 ¥235 ▼ 167283 春キャベツ　1個 岩手 ¥290  

125324 セロリ（Ｌｻｲｽﾞ）　1束 茨城・長野 ¥1,190 △ 167228 九条ねぎ（葉ねぎ）（約150ｇ）　1束 京都 ¥250  

125769 にんにくの芽（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 中国 ¥85 △ 167255 京水菜　1束 京都 ¥350  

167112 空心菜（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 静岡 ¥210  167221 【有機野菜】マイクロリーフミックス（約18ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥265  

167266 蓮根（約1ｋｇ）　1袋 茨城 ¥1,250 ▼ 167242 【有機野菜】ベビーリーフミックス（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥715  

167274 長ねぎ（Ｌｻｲｽﾞ）　1本 茨城 ¥95 ▼ 167226 【有機野菜】ベビーリーフ　ルッコラセルバティカ（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥350  

124837 かいわれ大根　1ﾊﾟｯｸ 埼玉 ¥60  167294 【有機野菜】マイクロアマランサス（約18ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥265  

167086 豆苗（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 山梨 ¥115  167297 【有機野菜】赤水菜　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥360  

167171 枝つき枝豆（約300ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 静岡・千葉 ¥565 ▼ 167285 中国産じゅんさい（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 中国 ¥325  

124849 もやし（約250ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 栃木・茨城 ¥50      

167027 小大豆もやし（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 栃木・茨城 ¥85      

有効期間　8月1日（月）～8月31日（水）　ご注文分まで
変更欄マーク　　△＝前回から値上げ、▼＝前回から値下げ
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提示しておりました価格表でのご案内を終了させていただきます。
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生鮮野菜のご注文に関して、商品に産地表示できない場合は、
生鮮食品品質表示基準に従い、本価格表記載の産地の商品を納品することに
事前に同意していただいたものとさせていただきます。

生鮮野菜価格表生鮮野菜価格表

◆167303 翡翠（ひすい）かぼちゃ １個 （高知）

（青森・栃木他）
￥450

詳しくはMICstoreの商品詳細情報でご確認ください。

◆167299 カラフルミニトマト（約200g） ￥600

この生鮮野菜価格表の配信をもって、今までFAXやMICstoreにて

167214 門倉さんの江戸川小松菜 １ﾊﾟｯｸ ・ 156216 ココトマトミニ（約200g） １ﾊﾟｯｸ ・ 167011 ブナピー（約100ｇ） 1ﾊﾟｯｸ

167137 木の芽 1ﾊﾟｯｸ ・ 167265 洗いごぼう（1本） 1袋

●休売のご案内●

（埼玉・茨城）◆167269 インカの目覚め（約1ｋｇ） １ﾊﾟｯｸ ￥690

～お知らせ～

今後はMICstoreの生鮮野菜一覧にて取扱商品をご確認ください。また、

価格につきましては、改定前に商品詳細情報にてご案内させていただきます。

↓生鮮野菜一覧↓
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124839 大根（2Lｻｲｽﾞ）　1本 北海道 ¥290  167235 南天の葉（青）　1ﾊﾟｯｸ 徳島 ¥565  

167205 【ｹｰｽ】男爵じゃがいも（Ｌ-2Ｌｻｲｽﾞ）　約10ｋｇ 北海道他 ¥3,000 ▼ 167236 葉つばき（小/10枚）　1ﾊﾟｯｸ 徳島 ¥690  

124844 男爵じゃがいも(Ｌ-2Ｌｻｲｽﾞ)（5個）　1ﾊﾟｯｸ 北海道他 ¥375 △ 167138 芽ネギ（約50ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 静岡・愛知 ¥350 △

167005 メークイン(Ｌ-2Ｌｻｲｽﾞ)（4個）　1ﾊﾟｯｸ 北海道他 ¥350 △ 167227 穂じそ　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥750 ▼

124841 長芋　1本 青森 ¥610  167052 赤芽（紅たで）（約40ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥625  

125749 さつま芋（2Ｌｻｲｽﾞ）　1本 茨城・千葉 ¥415 ▼ 167154 小菊（60枚）　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥2,000 △

167174 新じゃが（2Sｻｲｽﾞ）　1ｋｇ 北海道 ¥225  167129 花穂じそ　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥565  

167074 玉ねぎ（Ｌ大ｻｲｽﾞ）（3個）　1ﾊﾟｯｸ 北海道 ¥270 ▼ 167152 青もみじ（10-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 徳島 ¥600  

167106 輸入むき玉ねぎ（真空）（約1ｋｇ）　1ﾊﾟｯｸ 中国 ¥215 ▼ 167069 エディブルフラワー（混色）　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥460 △

167175 新玉ねぎ（Ｌｻｲｽﾞ）（3個）　1ﾊﾟｯｸ 佐賀 ¥270 ▼ 167126 デンファレ（カトレア）（8輪）　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥725 △

124845 人参（2Ｌｻｲｽﾞ）　約1ｋｇ 北海道 ¥275 △ 124865 パセリ（約220ｇ）　１ﾊﾟｯｸ 千葉・長野 ¥600 △

167094 輸入ごぼう（2本）　1ﾊﾟｯｸ 中国 ¥145  124862 糸三つ葉　1ﾊﾟｯｸ 千葉 ¥110  

167008 かぶ（2Ｌｻｲｽﾞ/5玉）　1束 千葉 ¥300  124861 大葉（100枚）　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥850 △

124857 国産にんにく（約1ｋｇ）　1袋 青森 ¥3,500  125723 大葉（10枚）　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥90 △

124855 中国産むきにんにく（約1ｋｇ/2Ｌｻｲｽﾞ）　1ﾊﾟｯｸ 中国 ¥690  167124 コリアンダー（パクチー）（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城他 ¥450 △

124856 中国産皮付にんにく（約1ｋｇ）　1袋 中国 ¥625  125175 みょうが（約50ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 高知 ¥235 △

167173 国産生姜（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 熊本・高知 ¥145  167029 クレソン　１束 栃木 ¥185  

124853 中国産生姜（約1ｋｇ）　1ﾊﾟｯｸ 中国 ¥500  167217 セルフィーユ（チャービル）（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・愛知・茨城 ¥350 △

125323 中国産生姜（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 中国 ¥115  167204 ペパーミント（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥325 △

124892 ラディッシュ（5個）　1束 福岡・愛知 ¥210 △ 125314 バジル（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥185  

167269 インカの目覚め（約1ｋｇ）　１ﾊﾟｯｸ 埼玉・茨城 ¥690 △ 167044 タイム（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥185 ▼

167267 紅心大根（Ｌｻｲｽﾞ/約450ｇ）　1個 静岡 ¥565 △ 167051 ローズマリー（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥210  

167270 淡路産玉ねぎ（4個）　1ﾊﾟｯｸ 兵庫 ¥500 ▼ 167047 ディル（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥415  

167273 ア－リ－レッド（赤玉ねぎ）（4-5玉）　1ﾊﾟｯｸ 佐賀 ¥440  167212 スペアミント（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥350 △

167284 新ごぼう（2本）　1ﾊﾟｯｸ 宮崎 ¥270  167225 イタリアンパセリ（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥185  

167246 【有機野菜】紅くるり大根　1本 茨城 ¥300  167043 セージ（サルビア）（15-20ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥270 △

167234 【有機野菜】紅しぐれ大根　1本 茨城 ¥300  167277 ルッコラ（約50ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥210 △

167300 葉しょうが（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城他 ¥210 △ 167183 すだち（２Ｌｻｲｽﾞ）　1個 徳島 ¥70 △

167281 ミニあやめ雪かぶ　1束 西東京 ¥300 △ 102202 レモン（140玉ｻｲｽﾞ）　1個 チリ ¥90  

124869 生椎茸（8Ｍ/約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 群馬他 ¥275  102201 グレープフルーツ（40玉ｻｲｽﾞ）　1個 南アフリカ ¥210  

167098 えのき茸（約200ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 長野 ¥100  125772 ルビーグレープフルーツ（40玉ｻｲｽﾞ）　1個 南アフリカ ¥210  

124868 えのき茸（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 長野 ¥60  124674 オレンジ（72玉ｻｲｽﾞ）　1個 オーストラリア ¥160 △

167128 カットしめじ（ほぐし）（約500ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 長野・新潟 ¥375 △ 167156 キウイフルーツ（33玉ｻｲｽﾞ）　1個 ニュージーランド ¥120  

167015 マッシュルーム（大粒）（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 茨城 ¥235  124888 りんご（40玉ｻｲｽﾞ）　1個 青森 ¥235 ▼

124872 舞茸（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 長野・新潟 ¥175 △ 125241 アボカド（24玉ｻｲｽﾞ）　1個 メキシコ・ペルー ¥300  

124871 エリンギ（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 長野・新潟 ¥125  167181 ブルーベリー（約125ｇ）　1ﾊﾟｯｸ アメリカ ¥625  

167261 なめこ（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 山形・長野 ¥95  167257 レモン（165玉ｻｲｽﾞ）　1個 チリ ¥75  

167262 マッシュルーム（約100ｇ/7-8個）　1ﾊﾟｯｸ 千葉・茨城 ¥235  167279 バナナ（15本前後）　1房 フィリピン ¥875  

167290 ブナしめじ（本しめじ）（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 長野 ¥85  167287 ライム（44玉ｻｲｽﾞ）　1個 メキシコ ¥200  

167211 すずきのこ（ステーキしいたけ）　1ﾊﾟｯｸ 府中 ¥625  167301 青ゆず（14玉ｻｲｽﾞ）　1個 高知 ¥150 ▼

167268 食用菊（黄）（約100ｇ）　1ﾊﾟｯｸ 山形・沖縄 ¥500  

167231 ベルローズ（20個）　1ﾊﾟｯｸ 愛知 ¥975  

変更欄マーク　　△＝前回から値上げ、▼＝前回から値下げ

有効期間　8月1日（月）～8月31日（水）　ご注文分まで
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■輸入果物の防腐剤について■ ○レモン・オレンジ ：イマザリル、アドキシストリン、フルジオキソニル、チアベンダゾール
○グレープフルーツ ：チアベンダゾール、イマザリル、オルトフェニルフェノールナトリウム
○ライム ：イマザリル

チラシコード【20220731-42-01】 表示の価格は税抜価格です。 株式会社ミクリード


