
2022年度版総合カタログ掲載商品、及び弊社取扱商品に関するご案内 2022年11月

いつもご利用いただき、ありがとうございます。
2022年度版総合カタログ『ROYALCHEF』掲載商品、及び弊社取扱製品について、下記内容のご案内がございます。
お手数ではございますが、ご注文時、下記内容をご参照の上、ご利用の程お願い申し上げます。

※裏面にもご案内がございます
掲載頁 商品コード 掲載品名 入数 ご案内

33 301200000 UCC グランゼ マイルド （粉）AP 500g 12 終売
48 502988000 UCC アイスコーヒー 業務用 無糖 PET900㎖ 12 終売
49 394157000 〈UCC〉ICザ・ブレンド114（4点セット）〔400P〕 1 終売
49 394158000 〈UCC〉ICザ・ブレンド117（4点セット）〔400P〕 1 終売
49 450220000 〈UCC〉カフェプラス乳脂肪入りGT〔500ml〕 12 終売
49 450221000 〈UCC〉カフェプラス植物性脂肪GT〔500ml〕 12 終売
49 570068000 〈UCC〉UCC3点セット400P（L） 1 終売
86 394530000 〈UCC〉ザ・ブレンド114 袋〔180g〕 12 終売
87 390110000 〈UCC〉ザ・ブレンド114瓶〔90g〕 12 終売
87 390111000 〈UCC〉ザ・ブレンド117瓶〔90g〕 12 終売
87 394157000 〈UCC〉ICザ・ブレンド114（4点セット）〔400P〕 1 終売
87 394158000 〈UCC〉ICザ・ブレンド117（4点セット）〔400P〕 1 終売
87 394531000 〈UCC〉ザ・ブレンド117 袋〔180g〕 12 終売
87 550324000 〈UCC〉カップコーヒー ザ・ブレンド117〔4カップ〕 24 終売
87 570068000 〈UCC〉UCC3点セット400P（L） 1 終売
90 450220000 〈UCC〉カフェプラス乳脂肪入りGT〔500ml〕 12 終売
90 450221000 〈UCC〉カフェプラス植物性脂肪GT〔500ml〕 12 終売
174 276662065 〈味の素〉（国産米）GP230エビピラフ〔1kg〕 5 終売
203 254596000 〈日本ハム〉テリヤキ一番チキンステーキ〔880g（8枚）〕 6 終売
227 580005421 〈キユーピー〉エルドレッシング シーザーサラダドレッシング〔1L〕 9 終売
332 840167000 割箸 上小判（樺）100膳 - 終売
355 240032954 シルバー巻キャンドル 12㎝スリム キャンディストライプ（5本入） - 終売
378 240024944 竹 ささら〈ASS01〉 - 終売
386 240025493 SA18-8新型ハンドル コーヒーポット 細口（電磁調理器用）[IH] ＃13〈FKC08〉 - 終売
386 240025494 SA18-8新型ハンドル コーヒーポット 細口（電磁調理器用）[IH] ＃15〈FKC08〉 - 終売
388 590012805 リビー ヴァイスロイ プレート 14cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012806 リビー ヴァイスロイ プレート 16cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012807 リビー ヴァイスロイ プレート 17cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012808 リビー ヴァイスロイ プレート 18cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012809 リビー ヴァイスロイ プレート 23cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012810 リビー ヴァイスロイ プレート 25cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012811 リビー ヴァイスロイ プレート 26cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012812 リビー ヴァイスロイ プレート 28cm 〈RWC06〉 - 終売
388 590012813 リビー ヴァイスロイ プレート 30cm 〈RWC14〉 - 終売
388 590012814 リビー ヴァイスロイ プラター 18cm 〈RWC15〉 - 終売
388 590012815 リビー ヴァイスロイ プラター 24cm 〈RWC15〉 - 終売
388 590012816 リビー ヴァイスロイ プラター 30cm 〈RWC15〉 - 終売
388 590012817 リビー ヴァイスロイ プラター 32cm 〈RWC15〉 - 終売
388 590012818 リビー ヴァイスロイ プラター 40cm 〈RWC19〉 - 終売
388 590012819 リビー ヴァイスロイ ボウル 12cm 〈RWC20〉 - 終売
388 590012820 リビー ヴァイスロイ ボウル 17cm 〈RWC21〉 - 終売
388 590012821 リビー ヴァイスロイ オートミール〈RWC22〉 - 終売
388 590012822 リビー ヴァイスロイ スープボウル〈RWC23〉 - 終売
388 590012823 リビー ヴァイスロイ パスタボウル〈RWC24〉 - 終売
388 590012824 リビー ヴァイスロイ ブイヨンカップ〈RWC25〉 - 終売
388 590012825 リビー ヴァイスロイ マグカップ〈RWC32〉 - 終売
388 590012826 リビー ヴァイスロイ 7ozカップ ローカップ〈RWC33〉 - 終売
388 590012827 リビー ヴァイスロイ ソーサー 15cm 〈RWC27〉 - 終売
388 590012828 リビー ヴァイスロイ 7ozカップ トールカップ〈RWC33〉 - 終売
388 590012829 リビー ヴァイスロイ ソーサー 14cm 〈RWC29〉 - 終売

非掲載 253677000 （相場）伊藤ハム釜炊きチャーシュースライス冷凍５００ｇ - 終売
非掲載 253880000 伊藤ハムローストビーフ切り落とし冷凍３００ｇ - 終売
非掲載 254596000 日本ハムテリヤキ一番チキンステーキＮ冷凍８８０ｇ（８枚入） - 終売



掲載頁 商品コード 掲載品名 入数 ご案内
非掲載 254604000 日本ハムハリケーンポテトＲ６０冷凍（６０ｇｘ５本） - 終売
非掲載 260000005 ヤヨイサンフーズ新本格合挽メンチカツ冷凍１００ｇ３０個 - 終売
非掲載 271415000 （国産米）味の素ＧＰ２２８エビピラフ冷凍２５０ｇ - 終売
非掲載 294483000 （相場）国産帆立片貝冷凍９－１０１０枚 - 終売
非掲載 416046000 日東あまおう果汁使用いちごオーレ５００ｇ - 終売
非掲載 580007949 ホクビーレギュラーサーロイン（牛脂注入加工肉）１２０Ｇ＊２０ - 終売
非掲載 654900775 マルコメＲサーバー用コンソメスープ３ｋｇ - 終売
非掲載 727565000 サバトンマロンペースト＃２１ｋｇ - 終売
非掲載 732522000 ハインツまる得カレーソースＮＺ３ｋｇ - 終売
非掲載 747200293 ほしえぬヒアロジュレ冷蔵５００ｇ - 終売
非掲載 751000079 （国産米）味の素ＧＰ２４６五目炒飯冷凍２５０ｇ - 終売
非掲載 757043000 サフインスタントイースト赤５００ｇ - 終売
非掲載 762002582 京果食品中国産カットインゲン冷凍５００ｇ - 終売
非掲載 764505684 （相場）チリ産ムール貝殻付き真空ボイルパック冷凍５０－７０粒５００ｇ - 終売
非掲載 766751000 シマダヤ真打冷麺＜ミニダブル＞冷凍２３０ｇ５個 - 終売
非掲載 769122000 シマダヤ真打細打ち中華そば＜ミニダブル＞冷凍２００ｇ５個 - 終売
非掲載 769301241 日清フーズＲＭＡＭＡＰＡＳＴＡＳＴＥＬＬＡクリーミーカルボナーラ３２０ｇ - 終売
非掲載 769301242 日清フーズＲＭＡ・ＭＡＰＡＳＴＡＳＴＥＬＬＡ和風たらこ冷凍２６５ｇ - 終売
非掲載 770001994 タカキベーカリー２６１６ＴＦ石窯バゲット冷凍２３６ｇ - 終売
非掲載 770002751 タカキベーカリー２４６３２ＴＦ石窯ライ麦ブレッド冷凍５００ｇ - 終売
非掲載 777400826 ニッスイエビフリッター（尾付）ＴＤ冷凍１ｋｇ - 終売
非掲載 779200050 ライフフーズ揚げナスリングカット（輪切り）冷凍１ｋｇ - 終売
非掲載 779300563 ヴェスティフーズ１４ｍｍストレート冷凍２．５ｋｇ - 終売
非掲載 782500648 中冷ＩＱＦ赤丸蒲鉾２．５中ＰＨ冷凍３００ｇ - 終売
非掲載 782500649 中冷ＩＱＦ赤丸蒲鉾２．５大ＰＨ冷凍５００ｇ - 終売
非掲載 782800983 Ｓｅａｒａスキンレスソーセージ冷凍１ｋｇ - 終売
非掲載 789800249 マッケインスパイシーストレートポテト冷凍１ｋｇ - 終売
非掲載 789800336 モリタンポテトチーズもち冷凍４０ｇ２０個 - 終売
非掲載 789803088 中央冷蔵若鶏の和風から揚げ冷凍１ｋｇ - 終売
非掲載 799088000 森永アイスクリームバニラ花冷凍５Ｌ - 終売
非掲載 799483000 森永４Ｌ角型バルクバニラ - 終売

以上、ご案内申し上げます。


