
オハヨー乳業株式会社
プレスリリース

アイスクリーム類 価格改定のお知らせ

2022年12月26日

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山市中区、代表取締役社長：野津 基弘）は、

2023年3月1日出荷分よりアイスクリーム類の価格改定を実施いたします。

弊社は、乳製品・砂糖・油脂をはじめとする原料や、包装資材・エネルギーコスト

等の高騰を踏まえ、2022年6月よりアイスクリーム類の価格改定を実施いたしました。

その後もウクライナ情勢の長期化・急激な円安などを背景とする飼料価格やエネル

ギーコストの高騰は続いています。このような状況において、弊社では酪農経営の安

定化に向けた取り組みとして生乳取引価格の改定を実施し、良質な生乳の安定供給を

支えてまいりました。一方で包装資材・物流費・人件費・エネルギーコストなどは更

に上昇しており、今後もこの傾向は継続するものと予想されています。

このようなコスト増を吸収すべく、弊社では様々な対策を講じて参りましたが、自

助努力のみで解決を図ることが困難な状況となり、商品の価格改定を実施する運びと

なりました。

今後もコスト削減等の企業努力を継続して参りますとともに、安全・安心でおいし

く高品質な商品をお届けして参ります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

対象商品 市販用アイスクリーム類 18品目

価格改定日 2023年 3月1日（水）出荷分より

対象商品および変更内容 別紙参照

以上

報道機関からのお問い合わせ： Mail… pr@ohayo-milk.com

オハヨー乳業（株）本社（岡山）広報担当 吉田 TEL：070-2355-6770 東京本社 広報担当 野崎 TEL：070-2362-8730
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現行 新規

BRULEE（ブリュレ）

BRULEE（ブリュレ）　チョコレート

 昔なつかしアイスクリン 150円 160円

 ジャージー牛乳ソフト 200円 220円

 ジャージー牛乳ソフト カフェラテ 200円 220円

 おいしく果実 いちご 380円 400円

 おいしく果実 マスカット 380円 400円

 プチパーティー 380円 400円

 プチドーナツ 380円 400円

 ジャージー牛乳バー 380円 400円

 ドトール カフェ・オ・レ アイスバー 480円 500円

 牛乳屋さんがつくったミルクソフト 150円 160円

 牛乳屋さんがつくったカフェオレソフト 150円 160円

 バニラモナカ 500円 540円

 あずきもなか 500円 540円

 抹茶もなか 500円 540円

ジャージー牛乳アイスクリーム　ミルク

ジャージー牛乳アイスクリーム　コーヒー

商品名
希望小売価格(税別)

オープンプライス

オープンプライス

オハヨー乳業株式会社
対象商品一覧

2022年12月26日

※「おいしく果実 マスカット」は2023年3月27日再発売


Sheet1

		2018年秋季　オハヨー乳業　改廃一覧表（日配） ネン シュウキ ニュウギョウ カイハイ イチラン ヒョウ ヒ ハイ



		■終売商品 オワ ウ ショウヒン																																		■新商品 シン ショウヒン

		カテゴリー		商品名 ショウヒンメイ		規格		上代
（税抜） ジョウダイ ゼイ ヌ		製品
コード セイヒン		ＪＡＮコード		入数		発単 ハツ		製造
工場 セイゾウ コウジョウ		賞味
期限 キゲン		終売企画回 シュウ バイ キカク カイ		現状
ロゴ ゲンジョウ		現状
裏面表示 ゲンジョウ リメン ヒョウジ		変更内容 ヘンコウ ナイヨウ		ロゴ		タグ		裏面表示 リメン ヒョウジ		情報確定
●▲× ジョウホウ カクテイ

Windows ユーザー: 情報が確定した→●
未確定→▲（確定時期を記入）
全くの未定→×

生協に案内するにあたり、
●▲×の記入をお願いします。
●なら即案内して早期に採用提案できます。
▲なら未確定情報ですがと前置きして案内します。
×は危険なので案内しません。

発売日も大事ですが、終売日も非常に重要です。
後継商品が未確定でも、生協の企画組に迷惑が掛かるので終売案内だけは必要となります。		発売日 ハツバイビ		発売企画回 ハツバイ キカク カイ		商品名		規格		上代
（税抜） ジョウダイ ゼイ ヌ		製品
コード セイヒン		ＪＡＮコード		入数		発単 ハツ		製造
工場 セイゾウ コウジョウ		賞味
期限 キゲン



		牛乳 ギュウニュウ		特濃4.4ミルク　 トク ノウ		1000ml		OP		4004		4970020015949		6×2		6		本社 ホンシャ		D+13		９月4回 ガツ カイ		旧 キュウ		旧 キュウ		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/30~10/4

Windows ユーザー: 暫定です。週がずれる可能性はあります。
混在する企画回はありません。		１０月１回 ガツ カイ		特濃4.4ミルク　 トク ノウ		1000ml		OP		4004		4970020015949		6×2		6		本社 ホンシャ		D+13

				特濃4.4ミルク　 トク ノウ		500ml		OP		4005		4970020015963		20		20		本社 ホンシャ		D+13				旧 キュウ		旧 キュウ		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				９月以降自然切り替え ガツイコウ シゼン キ カ				特濃4.4ミルク　 トク ノウ		500ml		OP		4005		4970020015963		20		20		本社 ホンシャ		D+13



		カップ　　　　　飲料		リラックマ カフェオレ		240ml		130円		1196		4970020011965		6×2		6		本社 ホンシャ		D+16		８月５回 ガツ カイ		無 ナ		新 シン		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		無 ナ		無 ム		新 シン				9/4～10		９月２回 ガツ カイ		リラックマ カフェオレ		240ml		130円		1196		4970020011965		6×2		6		本社 ホンシャ		D+16

				Le　CAFE　クリーミィマイルド		190ml		130円		1534		4970020015345		6×2		6		関東 カントウ		D+16		継続 ケイゾク		新 シン		新 シン		継続 ケイゾク		新 シン		無 ム		新 シン				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		Le　CAFE　クリーミィマイルド		190ml		130円		1534		4970020015345		6×2		6		関東 カントウ		D+16

				Le　CAFE　ビターブレンド		190ml		130円		1535		4970020015352		6×2		6		関東 カントウ		D+16		継続 ケイゾク		新 シン		新 シン		継続 ケイゾク		新 シン		無 ム		新 シン				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		Le　CAFE　ビターブレンド		190ml		130円		1535		4970020015352		6×2		6		関東 カントウ		D+16



		ＤＹＧ　　　　　　　　スリム		筋骨習慣　Dr.アクティブのむヨーグルト キンコツ シュウカン		190g		120円		1536		4970020015369		6×4		6		関東 カントウ		D+16		43297.0		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 ア		新 シン				43347.0		９月１回 ガツ カイ		きょうの鉄分・葉酸のむヨーグルト【暫定】		190g		105円		1549		4970020015499		6×4		6		関東 カントウ		D+16

				保肌習慣　Dr.ぷるるんのむヨーグルト ホ ハダ シュウカン		190g		120円		1537		4970020015376		6×4		6		関東 カントウ		D+16		43297.0		新 シン		新 シン

				ぜいたく果実　のむヨーグルト　いちご カジツ		190g		120円		1530		4970020015307		6×4		6		関東 カントウ		D+16		９月１回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 ア		新 シン				9/11～17		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく果実　のむヨーグルト　いちご カジツ		190g		120円		1530		4970020015307		6×4		6		関東 カントウ		D+16

				ぜいたく果実　のむヨーグルト　ブルーベリー		190g		120円		1531		4970020015314		6×4		6		関東 カントウ		D+16		９月１回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/11～17		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく果実　のむヨーグルト　ブルーベリー		190g		120円		1531		4970020015314		6×4		6		関東 カントウ		D+16

				ぜいたく果実　のむヨーグルト　パイナップル		190g		120円		1532		4970020015321		6×4		6		関東 カントウ		D+16		９月２回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43361.0		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく果実　のむヨーグルト　白桃 ハクトウ		190g		120円		1551		4970020015512		6×4		6		関東 カントウ		D+16

				ぜいたく果実　のむヨーグルト　キウイ		190g		120円		1533		4970020015338		6×4		6		関東 カントウ		D+16		９月２回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 ア		新 シン				43361.0		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく果実　のむヨーグルト　フルーツミックス		190g		120円		1554		4970020015543		6×4		6		関東 カントウ		D+16



		ＤＹＧ　　　カップ		ぜいたく果実　いちごのむヨーグルト カジツ		190g		138円		1526		4970020015260		6×2		6		関東 カントウ		D+16		９月１回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/11～17		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく果実　いちごのむヨーグルト カジツ		190g		138円		1526		4970020015260		6×2		6		関東 カントウ		D+16

				ぜいたく果実　ブルーベリーのむヨーグルト		190g		138円		1527		4970020015277		6×2		6		長船 オサフネ		D+16		９月１回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		包材 ホウ ザイ

Windows ユーザー: 暫定								

Windows ユーザー: 情報が確定した→●
未確定→▲（確定時期を記入）
全くの未定→×

生協に案内するにあたり、
●▲×の記入をお願いします。
●なら即案内して早期に採用提案できます。
▲なら未確定情報ですがと前置きして案内します。
×は危険なので案内しません。

発売日も大事ですが、終売日も非常に重要です。
後継商品が未確定でも、生協の企画組に迷惑が掛かるので終売案内だけは必要となります。		新 シン		有 アリ		新 シン				9/11～17

Windows ユーザー: 暫定		

Windows ユーザー: 暫定です。週がずれる可能性はあります。
混在する企画回はありません。		９月３回 ガツ カイ

Windows ユーザー: 暫定		ぜいたく果実　ブルーベリーのむヨーグルト		190g		138円		1527		4970020015277		6×2		6		長船 オサフネ		D+16

				ぜいたく果実　パイナップルのむヨーグルト		190g		138円		1528		4970020015284		6×2		6		関東 カントウ		D+16		９月２回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43361.0		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく果実　白桃のむヨーグルト ハクトウ		190g		138円		1552		4970020015529		6×2		6		関東 カントウ		D+16

				ぜいたく果実　キウイのむヨーグルト		190g		138円		1529		4970020015291		6×2		6		関東 カントウ		D+16		９月２回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43361.0		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく果実　フルーツミックスのむヨーグルト		190g		138円		1555		4970020015550		6×2		6		関東 カントウ		D+16



		ハードＹＧ		1日分の鉄分ヨーグルト ニチ フン テツブン		110g		100円		5141		4970020051411		8×2		8		長船 オサフネ		D+18		８月４回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43340.0		８月５回 ガツ カイ		きょうの鉄分ヨーグルト テツブン		110g		100円		5220		4970020052203		8×2		8		長船 オサフネ		D+18

				1日分の鉄分ヨーグルト３Ｐ ニチブン テツブン		75g×3		200円		6650		4970020054740		8		8		長船 オサフネ		D+18		継続 ケイゾク		旧 キュウ		旧 キュウ		継続 ケイゾク		旧 キュウ		無 ム		旧 キュウ				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		1日分の鉄分ヨーグルト３Ｐ ニチブン テツブン		75g×3		200円		6650		4970020054740		8		8		長船 オサフネ		D+18

				生きて腸まで届くL-55乳酸菌 たっぷり生乳ヨーグルト イ チョウ トド ニュウサン キン セイニュウ		100g		100円		5129		4970020051299		8×2		8		長船 オサフネ		D+18		９月４回 ガツ カイ		旧 キュウ		旧 キュウ		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43361.0		９月３回 ガツ カイ		ぜいたく生乳ヨーグルト セイニュウ		100g		100円		5218		4970020052180		8×2		8		長船 オサフネ		D+18

				生きて腸まで届くL-55乳酸菌 たっぷり生乳ヨーグルト３Ｐ イ チョウ トド ニュウサン キン セイニュウ		80g×3		210円		5132		4970020065289		8		8		長船 オサフネ		D+18		継続 ケイゾク		旧 キュウ		旧 キュウ		継続 ケイゾク		旧 キュウ		無 ム		旧 キュウ				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		生きて腸まで届くL-55乳酸菌 たっぷり生乳ヨーグルト３Ｐ イ チョウ トド ニュウサン キン セイニュウ		80g×3		210円		5132		4970020065289		8		8		長船 オサフネ		D+18



		ＦＹＧ　　　（個食）		ぜいたく果実　まるごといちご＆ヨーグルト カジツ		125g		125円		5193		4970020051930		6×2		6		関東 カントウ		D+18		９月３回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/25～10/1		１０月１回 ガツ カイ		ぜいたく果実　まるごといちご＆ヨーグルト カジツ		125g		125円		5193		4970020051930		6×2		6		関東 カントウ		D+18

				ぜいたく果実　まるごとブルーベリー＆ヨーグルト カジツ		125g		125円		5194		4970020051947		6×2		6		関東 カントウ		D+18		９月2回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43361.0		9月3回 ガツ カイ		ぜいたく果実　まるごとブルーベリー＆ヨーグルト カジツ		125g		125円		5217		4970020052173		6×2		6		関東 カントウ		D+18

				ぜいたく果実　パイナップル＆ヨーグルト カジツ		125g		125円		5208		4970020052081		6×2		6		関東 カントウ		D+18		９月３回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43368.0		９月４回 ガツ カイ		ぜいたく果実　白桃＆ヨーグルト カジツ ハクトウ		125g		125円		5216		4970020052166		6×2		6		関東 カントウ		D+18

																												新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43375.0		10月１回 ガツ カイ		DeFAT（デファット）		110g		129円		5214		4970020052142		6×2		6		長船 オサフネ		D+16

				ロイテリヨーグルト		110g		150円		5177		4970020051770		8×2		8		長船 オサフネ		D+16		継続 ケイゾク		新 シン		新 シン		継続 ケイゾク		新 シン		無 ム		新 シン				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		ロイテリヨーグルト		110g		150円		5177		4970020051770		8×2		8		長船 オサフネ		D+16



		ＦＹＧ　　　（マルチ）		筋骨習慣　Dr.アクティブヨーグルト キンコツ シュウカン		70g×4		218円		5210		4970020052104		6		6		関東 カントウ		D+24		43311.0

				保肌習慣　Dr.ぷるるんヨーグルト ホ ハダシュウカン		70g×4		218円		5211		4970020052111		6		6		関東 カントウ		D+24		６月４回 ガツ カイ

				成長期応援ヨーグルト　セノビック４Ｐ セイチョウキ オウエン		70g×4		OP		5158		4970020051589		6		6		関東 カントウ		D+24		継続 ケイゾク		新 シン		新 シン		継続 ケイゾク		新 シン		無 ム		新 シン				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		成長期応援ヨーグルト　セノビック４Ｐ セイチョウキ オウエン		70g×4		OP		5158		4970020051589		6		6		関東 カントウ		D+24

				おいしく果実　いちごヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5170		4970020051701		6		6		関東 カントウ		D+24		９月１回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/11～17		９月３回 ガツ カイ		おいしく果実　いちごヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5170		4970020051701		6		6		関東 カントウ		D+24

				おいしく果実　ブルーベリーヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5171		4970020051718		6		6		関東 カントウ		D+24		９月１回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/11～17		９月３回 ガツ カイ		おいしく果実　ブルーベリーヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5171		4970020051718		6		6		関東 カントウ		D+24

				おいしく果実　フルーツミックスヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5172		4970020051725		6		6		関東 カントウ		D+24		９月１回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/11～17		９月３回 ガツ カイ		おいしく果実　フルーツミックスヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5172		4970020051725		6		6		関東 カントウ		D+24

				おいしく果実　キウイヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5206		4970020052067		6		6		関東 カントウ		D+24		９月１回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/11～17		９月３回 ガツ カイ		おいしく果実　キウイヨーグルト４Ｐ カジツ		70g×4		230円		5206		4970020052067		6		6		関東 カントウ		D+24

																								旧 キュウ		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43361.0		９月３回 ガツ カイ		おいしく果実　国産みかんヨーグルト４Ｐ カジツ コクサン		70g×4		230円		5156		4970020051565		6		6		関東 カントウ		D+24



		デザート		ジャージー牛乳プリン　ミルク ギュウニュウ		115g		145円		7029		49169256		8×2		8		長船 オサフネ		D+18		8月5回 ガツ カイ		新 シン		旧 キュウ		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/1～9/7		９月１回 ガツ カイ		ジャージー牛乳プリン　ミルク ギュウニュウ		115g		145円		7029		49169256		8×2		8		長船 オサフネ		D+18

				ジャージー牛乳プリン　カフェラテ ギュウニュウ		115g		145円		7026		49169287		8×2		8		長船 オサフネ		D+18		8月5回 ガツ カイ		新 シン		旧 キュウ		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/1～9/7		９月１回 ガツ カイ		ジャージー牛乳プリン　カフェラテ ギュウニュウ		115g		145円		7026		49169287		8×2		8		長船 オサフネ		D+18

				ジャージー牛乳プリン　キャラメル ギュウニュウ		115g		145円		7024		49169249		8×2		8		長船 オサフネ		D+18		8月5回 ガツ カイ		新 シン		旧 キュウ		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43347.0		９月１回 ガツ カイ		ジャージー牛乳プリン　ロイヤルミルクティー ギュウニュウ		115g		145円		7014		49169089		8×2		8		長船 オサフネ		D+18

				CHOCO PUDDING　チョコプリン４P		68g×4		260円		7015		4970020070153		6		6		長船 オサフネ		D+18		８月４回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材 ホウ ザイ		新 シン		有 アリ		新 シン				43344.0		９月１回 ガツ カイ		CHOCO PUDDING　チョコプリン４P（ハロウィン）		68g×4		260円		7015		4970020070153		6		6		長船 オサフネ		D+18

				MANGO PUDDING　マンゴープリン４Ｐ		68g×4		260円		7019		4970020070191		6		6		長船 オサフネ		D+18		８月５回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43344.0		９月１回 ガツ カイ		きなこプリン		68g×4		260円		7028		4970020070283		6		6		長船 オサフネ		D+18

				CUSTARD PUDDING　カスタードプリン４Ｐ		68g×4		260円		6366		4970020063667		6		6		長船 オサフネ		D+18		８月４回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				8/28～9/3		９月１回 ガツ カイ		CUSTARD PUDDING　カスタードプリン４Ｐ（ハロウィン）		68g×4		260円		6366		4970020063667		6		6		長船 オサフネ		D+18

																												新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43435.0		１２月１回 ガツ カイ		いちごミルクプリン		68g×4		260円		7031		4970020070313		6		6		長船 オサフネ		D+18

				いちごミルクプリン		68g×4		260円		7031		4970020070313		6		6		長船 オサフネ		D+18		３月２回 ガツ カイ

Windows ユーザー: 暫定		新 シン		新 シン



		焼プリン ヤキ		新鮮卵の焼プリン（北海道産生クリーム使用） シンセン タマゴ ヤキ ホッカイドウ サン ナマ シヨウ		140g		115円		6370		49169171		10×2		10		関東 カントウ		D+18		９月３回 ガツ カイ		旧 キュウ		旧 キュウ		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/25～10/1		１０月１回 ガツ カイ		新鮮卵のこんがり焼プリン（北海道産生クリーム使用） シンセン タマゴ ヤキ ホッカイドウ サン ナマ シヨウ		140g		115円		6370		49169171		10×2		10		関東 カントウ		D+18

				新鮮卵のこんがり焼プリン４Ｐ（北海道産生クリーム使用） シンセン タマゴ ヤキ		68g×4		298円		6374		4970020063742		6		6		関東 カントウ		D+18		９月３回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材変更 ホウ ザイ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン				9/25～10/1		１０月１回 ガツ カイ		新鮮卵のこんがり焼プリン４Ｐ（北海道産生クリーム使用） シンセン タマゴ ヤキ		68g×4		298円		6374		4970020063742		6		6		関東 カントウ		D+18

				焼スイーツ　なめらか焼プリン ヤキ ヤキ		105ｇ		145円		7032		45104909		8×2		8		関東 カントウ		D+18		９月２回 カイ		新 シン		旧 キュウ		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43360.0		９月３回 ガツ カイ		焼スイーツ　とろ～りカスタード ヤキ		105ｇ		145円		7040		49169201		8×2		8		関東 カントウ		D+18

				焼スイーツ　まろやかチーズ ヤキ		105ｇ		145円		7034		45104992		8×2		8		関東 カントウ		D+18		９月４回 カイ		新 シン		旧 キュウ		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43375.0		10月１回 ガツ カイ		焼スイーツ　とろ～りクリームチーズ ヤキ		105ｇ		145円		7042		49169263		8×2		8		関東 カントウ		D+18

				焼スイーツ　夏限定チョコミント ヤキ ナツ ゲンテイ		100ｇ		145円		7022		49169034		8×2		8		関東 カントウ		D+18		９月１回 ガツ カイ		新 シン		旧 キュウ		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43354.0		９月２回 ガツ カイ		焼スイーツ　とろ～り生チョコレート ヤキ ナマ		100ｇ		145円		7044		49666946		8×2		8		関東 カントウ		D+18

				（仮）焼スイーツ　とろり生チョコレート カリ ヤキ ナマ		100ｇ		145円		7044		49666946		8×2		8		関東 カントウ		D+18		1月２回 ガツ カイ		新 シン		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン				43480.0		１月3回 ガツ カイ		（仮）焼スイーツ　とろり●●チョコレート カリ		100ｇ		145円						8×2		8		関東 カントウ		D+18



		生協商品 セイキョウ ショウヒン		おいしく果実いちごヨーグルト６Ｐ カジツ		70g×6		OP		5179		4970020051794		6		6		関東 カントウ		Ｄ+24		９月１回 ガツ カイ		旧 キュウ		旧 キュウ		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン						９月３回 ガツ カイ		おいしく果実いちごヨーグルト６Ｐ カジツ		70g×6		OP		5179		4970020051794		6		6		関東 カントウ		D+24

				おいしく果実フルーツミックスヨーグルト６Ｐ カジツ		70g×6		OP		5183		4970020051831		6		6		関東 カントウ		Ｄ+24		９月１回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン						９月３回 ガツ カイ		おいしく果実フルーツミックスヨーグルト６Ｐ カジツ		70g×6		OP		5183		4970020051831		6		6		関東 カントウ		Ｄ+24

				おいしく果実マンゴーヨーグルト６Ｐ カジツ		70g×6		OP		5202		4970020052029		6		6		関東 カントウ		Ｄ+24		８月５回 ガツ カイ		新 シン		新 シン

				どっさり果実とヨーグルト６Ｐ カジツ		70g×6		OP		6751		4970020066040		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+16		９月４回 ガツ カイ		旧 キュウ		旧 キュウ		包材・配合変更 ホウ ザイ ハイゴウ ヘンコウ		新 シン		有 アリ		新 シン						１０月１回 ガツ カイ		どっさり果実とヨーグルト６Ｐ カジツ		70g×6		OP		5096		4970020050964		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+16

				成長期応援ヨーグルト　セノビック６Ｐ セイチョウキ オウエン		70g×6		OP		5169		4970020051695		6		6		関東 カントウ		Ｄ+24		継続 ケイゾク		旧 キュウ		旧 キュウ		継続 ケイゾク		旧 キュウ		無 ム		新 シン				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		成長期応援ヨーグルト　セノビック６Ｐ セイチョウキ オウエン		70g×6		OP		5169		4970020051695		6		6		関東 カントウ		Ｄ+24

				沖縄パインのヨーグルト６Ｐ（旧表示） オキナワ キュウ ヒョウジ		70g×6		OP		5123		4970020051237		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+18		８月５回 ガツ カイ		旧 キュウ		旧 キュウ		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン						９月１回 ガツ カイ		マスカットのヨーグルト６Ｐ		70g×6		OP		5131		4970020051312		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+18

				沖縄パインのヨーグルト６Ｐ（新表示） オキナワ シンヒョウジ		70g×6		OP		5204		4970020051237		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+18		８月５回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン

				マスカットのヨーグルト６Ｐ		70g×6		OP		5131		4970020051312		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+18		１１月４回 ガツ カイ		旧 キュウ		新 シン		新規 シンキ		新 シン		有 アリ		新 シン						１２月１回 ガツ カイ		もものヨーグルト６Ｐ		70g×6		OP		5205		4970020052050		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+18

				１日分の鉄分ヨーグルトアロエ６Ｐ ニチブン テツブン		70g×6		OP		5054		4970020050544		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+16		継続 ケイゾク		旧 キュウ		旧 キュウ		継続 ケイゾク		旧 キュウ		無 ム		旧 キュウ				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		１日分の鉄分ヨーグルトアロエ６Ｐ ニチブン テツブン		70g×6		OP		5054		4970020050544		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+16

				１日分の鉄分ヨーグルト６Ｐ ニチブン テツブン		75g×6		OP		6518		4970020065180		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+18		継続 ケイゾク		旧 キュウ		旧 キュウ		継続 ケイゾク		旧 キュウ		無 ム		旧 キュウ				継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		１日分の鉄分ヨーグルト６Ｐ ニチブン テツブン		75g×6		OP		6518		4970020065180		8		8		長船 オサフネ		Ｄ+18

				COOPなめらか焼プリン４Ｐ ヤキ		68g×4		OP		6376		4902220261116		6		6		関東 カントウ		Ｄ+18		継続 ケイゾク		無 ナ		新 シン		継続 ケイゾク		無 ナ		無 ナ		新 シン		●		継続 ケイゾク		継続 ケイゾク		COOPなめらか焼プリン４Ｐ ヤキ		68g×4		OP		6376		4902220261116		6		6		関東 カントウ		Ｄ+18













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2022年度 (改定率削除) (修正)





				商品名		希望小売価格(税別) キボウ コウリ カカク ゼイベツ

						現行 ゲンコウ		新規 シンキ

				BRULEE（ブリュレ）		オープンプライス

				BRULEE（ブリュレ）　チョコレート

				昔なつかしアイスクリン ムカシ		150円		160円

				ジャージー牛乳ソフト ギュウニュウ		200円		220円

				ジャージー牛乳ソフト カフェラテ ギュウニュウ		200円		220円

				おいしく果実 いちご カジツ		380円		400円

				おいしく果実 マスカット カジツ		380円		400円

				プチパーティー		380円		400円

				プチドーナツ		380円		400円

				ジャージー牛乳バー ギュウニュウ		380円		400円

				ドトール カフェ・オ・レ アイスバー		480円		500円

				牛乳屋さんがつくったミルクソフト ギュウニュウ ヤ		150円		160円

				牛乳屋さんがつくったカフェオレソフト ギュウニュウ ヤ		150円		160円

				バニラモナカ		500円		540円

				あずきもなか		500円		540円

				抹茶もなか マッチャ		500円		540円

				ジャージー牛乳アイスクリーム　ミルク		オープンプライス

				ジャージー牛乳アイスクリーム　コーヒー
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