
2022年10月1日（土）施行　価格改定・商品見直し 森島商事株式会社

品番 100g単価 グラム数 金額 品番 100g単価 グラム数 金額

近江牛 焼肉用霜降り 冷蔵 TA-10 ¥2,160 500g ¥10,800 YTA-10 ¥2,400 500g ¥12,000

冷蔵 TA-08 ¥2,160 400g ¥8,640 YTA-09 ¥2,400 400g ¥9,600

冷蔵 1203 ¥2,160 量り売り - 1213 ¥2,400 量り売り -

近江牛 焼肉用霜降り・赤身の相盛 冷蔵 TB-15 ¥1,620 1kg ¥16,200 YTB-15 ¥1,900 800g ¥15,200

冷蔵 TB-10 ¥1,620 670g ¥10,800 YTB-10 ¥1,900 600g ¥11,400

冷蔵 TB-08 ¥1,620 540g ¥8,640

冷蔵 TB-06 ¥1,620 400g ¥6,480

冷蔵 1204 ¥1,620 量り売り - 1214 ¥1,900 量り売り -

厳選和牛 焼肉用赤身 冷蔵 TC-10 ¥1,080 1kg ¥10,800 YTC-10 ¥1,300 800g ¥10,400

冷蔵 TC-08 ¥1,080 800g ¥8,640 YTC-07 ¥1,300 600g ¥7,800

冷蔵 TC-05 ¥1,080 500g ¥5,400 YTC-05 ¥1,300 400g ¥5,200

冷蔵 1205 ¥1,080 量り売り - 1215 ¥1,300 量り売り -

近江牛 焼肉用霜降り・赤身の相盛 冷凍 TB-06F ¥1,620 600g ¥9,720 YTB-06F ¥1,900 600g ¥11,400

冷凍 TB-04F ¥1,620 400g ¥6,480 YTB-04F ¥1,900 400g ¥7,600

冷凍 TB-02F ¥1,620 200g ¥3,240 YTB-02F ¥1,900 200g ¥3,800

厳選和牛 焼肉用赤身 冷凍 TC-06F ¥1,080 600g ¥6,480 YTC-06F ¥1,300 600g ¥7,800

冷凍 TC-04F ¥1,080 400g ¥4,320 YTC-04F ¥1,300 400g ¥5,200

冷凍 TC-02F ¥1,080 200g ¥2,160 YTC-02F ¥1,300 200g ¥2,600

近江牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用極上霜降り 冷蔵 RA-10 ¥3,240 340g ¥10,800 RA-10 ¥3,240 340g ¥11,000

近江牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用霜降り・赤身の相盛 冷蔵 RC-10 ¥1,620 670g ¥10,800 RC-10 ¥1,620 670g ¥10,850

冷蔵 RC-08 ¥1,620 540g ¥8,640 RC-08 ¥1,620 540g ¥8,740

近江牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用赤身 冷蔵 AS-08 ¥1,620 540g ¥8,640 AS-08 ¥1,620 540g ¥8,740

近江牛 ヒレステーキ極上　5枚 冷蔵 FT-50 ¥4,500 150g ¥33,750 FT-55 ¥5,000 150g ¥37,500

ヒレステーキ極上　3枚 冷蔵 FT-503 ¥4,500 150g ¥20,250 FT-553 ¥5,000 150g ¥22,500

ヒレステーキ極上　2枚 冷蔵 FT-502 ¥4,500 150g ¥13,500 FT-552 ¥5,000 150g ¥15,000

ヒレステーキ極上　1枚 冷蔵 1319 ¥4,500 150g ¥6,750 1329 ¥5,000 150g ¥7,500

近江牛 ヒレステーキ極上　5枚 冷凍 - - - - FT-55F ¥5,000 150g ¥37,500

ヒレステーキ極上　3枚 冷凍 - - - - FT-553F ¥5,000 150g ¥22,500

ヒレステーキ極上　2枚 冷凍 - - - - FT-552F ¥5,000 150g ¥15,000

ヒレステーキ極上　1枚 冷凍 - - - - 1329F ¥5,000 150g ¥7,500

近江牛 ヒレステーキ上　5枚 冷蔵 FT-40 ¥3,500 120g ¥21,000 FT-44 ¥4,000 120g ¥24,000

ヒレステーキ上　3枚 冷蔵 FT-403 ¥3,500 120g ¥12,600 FT-443 ¥4,000 120g ¥14,400

ヒレステーキ上　2枚 冷蔵 FT-402 ¥3,500 120g ¥8,400 FT-442 ¥4,000 120g ¥9,600

ヒレステーキ上　1枚 冷蔵 1318 ¥3,500 120g ¥4,200 1328 ¥4,000 120g ¥4,800

近江牛 ヒレステーキ上　5枚 冷凍 - - - - FT-44F ¥4,000 120g ¥24,000

ヒレステーキ上　3枚 冷凍 - - - - FT-443F ¥4,000 120g ¥14,400

ヒレステーキ上　2枚 冷凍 - - - - FT-442F ¥4,000 120g ¥9,600

ヒレステーキ上　1枚 冷凍 - - - - 1328F ¥4,000 120g ¥4,800

加工品 毛利志満プレミアムローストビーフ　サーロイン 冷蔵 PR-11 - 250g ¥11,880

毛利志満プレミアムローストビーフ　モモ肉 冷蔵 PR-70 - 250g ¥7,560

加工品 赤身ステーキ 冷蔵 IM-05 - 130g×2 ¥5,400

加工品 牛肉味噌漬 冷蔵 GV-05 - 400g ¥5,400 GO-05 - 450g ¥5,400

冷蔵 GV-04 - 300g ¥4,050 GO-04 - 360g ¥4,320

加工品 レトルト3食入ギフトセット 常温 BR-03 - - ¥2,640

レトルト3食入ギフトセット　ブライダル用 常温 BL-03 - - ¥2,940

缶詰2食入ギフトセット　ブライダル用 常温 BL-02 - - ¥4,050 廃番
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