～２０１６年～

端玉菓子

株式会社 ピィティエス

・骨にカルシウムウエハース
・JANコード/4902621004008
・内容量/１枚 ・出荷単位/40

・鉄＋コラーゲンウエハース
・JANコード/4902621003421
・内容量/１枚 ・出荷単位/40

X9A26CBKLLPLLTZ

X9A26CBKLLOPNMZ

・１本チョコロール
・JANコード/49227376
・内容量/１枚 ・出荷単位/40

Y4922KSOSRZ

・１枚カントリーマアム バニラ
・JANコード/49755251
・内容量/１枚 ・出荷単位/40

Y4975KQNQMZ

・ビスコP
・JANコード/45105340
・内容量/１個 ・出荷単位/40

Y4510KQOPLZ

・１本ホッワイトロール
・JANコード/49227482
・内容量/１枚 ・出荷単位/40

Y4922KSPTNZ

・１枚カントリーマアム ショコラ
・JANコード/49755350
・内容量/１枚 ・出荷単位/40

Y4975KQOQLZ

・フレンチピパロ１本
・JANコード/4902156077010
・内容量/１個枚 ・出荷単位/30

4902156077010

・ブルーベリーウエハース
・JANコード/4902621003445
・内容量/１枚 ・出荷単位/40

X9A26CBKLLOPPQ

・アーモンドグリコ１粒
・JAN/4901005104853
・内容量/１粒 ・出荷単位/50

X9A10AFKMLPTQO

・かれー仙人
・JANコード/4580303842010
・内容量/１枚 ・出荷単位/30

X5I03ADKTPNLML

・ハイレモンミニ
・JANコード/45145599
・内容量/5ｇ ・出荷単位/40

Y4514KQQUUZ

・２粒グレープのど飴
・JANコード/4902757201104
・内容量/２粒 ・出荷単位/50

・ポイリングアーモンドチョコ
・JANコード/4902757114602
・内容量/１個 ・出荷単位/40

X9A27FHKNLMMLP

X9A27FHKMMPRLN

・カラッパ３種アソート
・JANコード/左記参照
・内容量/8ｇ ・出荷単位/30

カラッパ３種アソート内容は
都度変更になります。

・カレー
JANコード/4964636271219
・たこやき
JANコード/4964636271288
・コーンポタージュ
JANコード/964636271233
・めんたい
JANコード/4964636271295
・うまうまソース
JANコード/4964636271301
・やきそば
JANコード/4964636271318
・うま塩
JANコード/4964636271271

・1本 ﾁｮｺﾊﾟﾌｸﾗﾝﾁ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ
・JANコード/4580484450066
・内容量/１個 ・出荷単位/30

・1本 ﾁｮｺﾊﾟﾌｸﾗﾝﾁ ﾐﾙｸﾁｮｺﾚｰﾄ
・JANコード/4580484450103
・内容量/１個 ・出荷単位/30

X5I04IEKPQLLRRZ

X5I04IEKPQLMLOZ

・チーズ入りかまぼこ17ｇ
・JANコード/4902063481023
・内容量/１本 ・出荷単位/40

・ピリからチーズ入かまぼこ17ｇ
・JANコード/4902063481030
・内容量/１本 ・出荷単位/40

X9A20GDKPTMLNOZ

X9A20GDKPTMLOLZ

・源氏パイ
・JANコード/袋：4901830119671
・内容量/２枚 ・出荷単位/20

・平家パイ
・JANコード/袋：4901830161205
・内容量/２枚 ・出荷単位/20

X9A18DAKMMURSMZ

X9A18DAKMRMNLQ

・ビスコ ミニパック
・JANコード/4901005530508
・内容量/２個 ・出荷単位/４０

X9A10AFKQOLQLT

・ビスコミニパックいちご
・JANコード/4901005530515
・内容量/２個・出荷単位/４０

X9A10AFKQOLQMQ

・ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾃｨｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰﾍﾞｰｺﾝ味
・JANコード/4580303848302
・内容量/１本 ・出荷単位/30

X5I03ADKTPTOLN

・２枚うさぎ中判
・JANコード/4977983103058
・内容量/２枚 ・出荷単位/30

X9H79IDKMLOLQTZ

・焼きとうもろこしクラッカー
・JANコード/4902732011162
・内容量/12ｇ ・出荷単位/15

・2枚玉子小判
・JANコード/4901019012052
・内容量/2枚 ・出荷単位/20

X9A27DCKLMMMRN

X9A10BJKLMNLQN

・１枚メープルワッフル
・JANコード/4902767004511
・内容量/１枚 ・出荷単位/30

X9A27GHKLLPQMMZ

・ビスコミニパックカフェオレ
・JANコード/4901005530539
・内容量/２個 ・出荷単位/４０

X9A10AFKQOLQOU

・１枚ショコラワッフル
・JANコード/4901956818137
・内容量/１枚 ・出荷単位/30

X9A19FGKTMTMOSZ

・シュガーラスク
・JANコード/4901069202106
・内容量/１枚 ・出荷単位/３０

X9A10GJKNLNMLR

・関西風どら太郎
・JANコード/458030384103
・内容量/１枚 ・出荷単位/２５

・チョコチップクッキー
・JANコード/4902501622926
・内容量/１５ｇ ・出荷単位/２０

・麦チョコ
・JANコード/4902501115657
・内容量/１１ｇ ・出荷単位/２０

X5I03ADKTPMLOSZ

X9A25ABKRNNUNRZ

X9A25ABKMMQRQSZ

X9A27HHKMQPQQTZ

・たけのこの里小袋
・JANコード/4902777026817
・内容量/１５ｇ ・出荷単位/２０

・きのこの山小袋
・JANコード/4902777026992
・内容量/１５ｇ ・出荷単位/２０

・プチカライーカ
・JANコード/4906429020178
・内容量/１８ｇ ・出荷単位/２０

・おっとっとうすしお味
・JANコード/4902888215087
・内容量/１８ｇ ・出荷単位/２０

・マーブルチョコ
・JANコード/4902777154558
・内容量/１２ｇ ・出荷単位/２０

X9A64CJKLNLMSTZ

X9A28IIKNMQLTSZ

X9A27HHKLNRTMSZ

X9A27HHKLNRUUNZ

・１本ショコラパイ
・JANコード/4973284012761
・内容量/１本 ・出荷単位/２０

・１本いちごパイ
・JANコード/4973284001154
・内容量/１本 ・出荷単位/２０

・ポテコうましお味
・JANコード/4901940035229
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/２０

・なげわｺﾝｿﾒ味
・JANコード/4901940035267
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/２０

X9H32IEKLMNSRMZ

X9H32IEKLLMMQPZ

X9A19EAKLOQNNUZ

X9A19EAKLOQNRSZ

・１枚かるた蜂蜜醤油
・JANコード/4902450820510
・内容量/１枚 ・出荷単位/２０

・１枚かるた辛子明太子
・JANコード/4902450821210
・内容量/１枚 ・出荷単位/２０

X9A24FAKTNLQMLZ

X9A24FAKTNMNMLZ

・クラッツペッパーベーコン
・JANコード/4901005104754
・内容量/１４ｇ ・出荷単位/２０

X9A10AFKMLPSQPZ

・キャラメルコーン
・JANコード/4901940035793
・内容量/２３ｇ ・出荷単位/２０

X9A19EAKLOQSUOZ

・ミルククッキー
・JANコード/4902501622353
・内容量/３０ｇ ・出荷単位/２０

・チョコレートバー
・JANコード/4902621003421
・内容量/１本 ・出荷単位/２０

X9A25ABKRNNOQO

X9A26CBKLLOPNM

・プッカ小袋
・JANコード/4902777099668
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/２０

・毎日果実
・JANコード/4901005123564
・内容量/１８ｇ ・出荷単位/２０

X9A27HHKLUURRT

・ちっちゃな黒かりんとう
・JANコード/4902141012774
・内容量/２８ｇ ・出荷単位/２０

X9A21EBKLMNSSPZ

・マコロンクッキー
・JANコード/4580303848296
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/２０

X5I03ADKTPTNURZ

・小つぶカールチーズ味
・JANコード/4902777010595
・内容量/２６ｇ ・出荷単位/２０

・小つぶカールうす味
・JANコード/4902777010632
・内容量/２６ｇ ・出荷単位/２０

X9A27HHKLMLQUQZ

X9A27HHKLMLRONZ

・マヨあられ
・JANコード/4978041024032
・内容量/２２ｇ ・出荷単位/３０

・チョコフレーク袋
・JANコード/4902888221996
・内容量/１８ｇ ・出荷単位/２０

X9A10AFKMNOQRP

X9H80EBKLNPLONZ

X9A28IIKNNMUURZ

湖池屋ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽうすしお５袋
・JANコード/4901335104103
・内容量/２８ｇ ・出荷単位/１５

・湖池屋ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽのり塩５袋
・JANコード/4901335104134
・内容量/２８ｇ ・出荷単位/１５

・湖池屋ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽｺﾝｿﾒ５袋
・JANコード/4901335104073
・内容量/２８ｇ ・出荷単位/１５

X9A13DFKMLPMLOZ

X9A13DFKMLPMOPZ

X9A13DFKMLPLSOZ

・プリッツ焼きもろこし
・JANコード/4901005123496
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/２０

・プリッツバター
・JANコード/4901005123588
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/２０

・プリッツサラダ
・JANコード/4901005132122
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/２０

X9A10AFKMNOPURZ

X9A10AFKMNOQTTZ

X9A10AFKMONMNNZ

・２枚ミルククキー
・JANコード/4902501623015
・内容量/２枚 ・出荷単位/２０

・海老満月
・JANコード/4902733140991
・内容量/２３ｇ ・出荷単位/40

・かるじゃがうましお味
・JANコード/4902621003421
・内容量/２５ｇ ・出荷単位/４０

X9A25ABKRNOLMQ

X9A27DDKMPLUUM

X9A26CBKLLOPNMZ

・チーズかまぼこ２本
・JANコード/4902063480606
・内容量/２枚 ・出荷単位/３０

・チーズかまぼこピリッコ２本
・JANコード/4902063480644
・内容量/２枚 ・出荷単位/３０

・ロングスティックパイミルク
・JANコード/4973284013133
・内容量/１本 ・出荷単位/１０

X9H32IEKLMOMNRZ

X9H32IEKLMOMOOZ

X9A20GDKPTLRPP

・チョコボールピーナッツ
・JANコード/4902888221842
・内容量/２５ｇ ・出荷単位/３０

・チョコボールキャラメル
・JANコード/4902888221859
・内容量/２５ｇ ・出荷単位/３０

・チョコボールいちご
・JANコード/4902888221866
・内容量/２５ｇ ・出荷単位/３０

X9A28IIKNNMTPNZ

X9A28IIKNNMTQUZ

X9A28IIKNNMTRRZ

X9H78BIKMQSQLTZ

・アーモンドケーキ
・JANコード/4580303842034
・内容量/３０ｇ ・出荷単位/２０

X5I03ADKTPNLOPZ

X9C00GDKLSLLOLZ

・ロングスティックパイショコラ
・JANコード/4973284013126
・内容量/１本 ・出荷単位/１０

X9A20GDKPTLRLR

・山海味いろは
・JANコード/4977818157508
・内容量/２２ｇ ・出荷単位/１０

・６枚たんさんカルルス
・JANコード/4920063070030
・内容量/６枚 ・出荷単位/２０

・ポッキーチョコP
・JANコード/4901005112742
・内容量/２０ｇ ・出荷単位/３０

X9A10AFKMMNSPNZ

・キョロちゃんのもちもちたまご ｶｽﾀｰﾄﾞ
・JANコード/4902888221873
・内容量/２５ｇ ・出荷単位/３０

X9A28IIKNNMTSOZ

・リッツＳＳ
・JANコード/4903015110985
・内容量/２４ｇ ・出荷単位/１０

X9A30BFKMMLUTQZ

３０玉

３０玉

・えび大将
・JANコード/4962679636712
・内容量/２４ｇ ・出荷単位/２４

・わさびの宿
・JANコード/4962679636705
・内容量/３５ｇ ・出荷単位/２４

X9G26HJKRORSMNZ
３０玉

X9G26HJKRORSLQZ
３０玉

３０玉

・チーズペッパー
・JANコード/4962679636682
・内容量/３０ｇ ・出荷単位/２４

X9G26HJKRORRTNZ
３０玉

３０玉

・あげじゃがブラックペッパー味
・JANコード/4580484450042
・内容量/３２ｇ ・出荷単位/20

X5I04IEKPQLLPNZ
３０玉

・JANコード/4580484450059
・内容量/３５ｇ ・出荷単位/24

・ホームパイミニ
・JANコード/4902555170015
・内容量/５０ｇ ・出荷単位/20

・トマトプリッツＰ
・JANコード/4901005132788
・内容量/２５ｇ ・出荷単位/１５

・プッカ チョコ
・JANコード/4902777001807
・内容量/４３ｇ ・出荷単位/１０

X5I04IEKPQLLQUZ

X9A25FFKMSLLMQZ

X9A10AFKMONSTTZ

X9A27HHKLLMTLSZ

・チーズック柿の種 揚げ塩落花生入

３５玉

・チップスターＳ うすしお
・JANコード/4903015522658
・内容量/５０ｇ ・出荷単位/１２

X9A30BFKQNNRQTZ
３５玉

・ガルボミニ ポケットパック
・JANコード/4902777244594
・内容量/４５ｇ ・出荷単位/２０

X9A27HHKNPPQUPZ

３５玉

・チップスターＳ コンソメ
・JANコード/4903015522702
・内容量/５０ｇ ・出荷単位/１２

X9A30BFKQNNSLNZ
３５玉

・ガルボミニ ポケットパックいちご
・JANコード/4902777244679
・内容量/４５ｇ ・出荷単位/２０

X9A27HHKNPPRSUZ

３５玉

３５玉

・チップスターＳ のりしお
・JANコード/4903015522757
・内容量/５０ｇ ・出荷単位/１２

・おっとっとうすしお箱
・JANコード/4902888215100
・内容量/５２ｇ ・出荷単位/１５

X9A30BFKQNNSQSZ

X9A28IIKNMQMLLZ

３５玉

・33ｇマーブル
・JANコード/45173646
・内容量/３３ｇ ・出荷単位/２０

Y4517KORPRZ

３５玉

・１０粒ベイク ショコラ
・JANコード/4902888216442
・内容量/１０粒 ・出荷単位/１２

X9A28IIKNMRPPNZ

４０玉

４０玉

４０玉

４０玉

・60ｇﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ ﾂｪﾀﾞｰﾁｰｽﾞ
・JANコード/4560255518225
・内容量/60ｇ ・出荷単位/20

・60ｇﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾞﾀｰ
・JANコード/4560255518232
・内容量/60ｇ ・出荷単位/20

・60ｇﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ
・JANコード/4560255518829
・内容量/60ｇ ・出荷単位/20

・60ｇﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ ﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞ
・JANコード/4560255518218
・内容量/60ｇ ・出荷単位/20

X5G02FFKQMTNNQZ

X5G02FFKQMTNONZ

X5G02FFKQMTTNUZ

X5G02FFKQMTNMTZ

４０玉

４０玉

・15枚バタークッキー
・JANコード/4901360272945
・内容量/１５枚 ・出荷単位/１２

・14枚ビターココアビスケット
・JANコード/4901360281749
・内容量/１４枚 ・出荷単位/１２

・ｶｰﾙｽﾃｨｯｸ 贅沢ﾁｰｽﾞ
・JANコード/4902777011134
・内容量/４６ｇ ・出荷単位/１５

X9A13GAKNTMSPUZ

X9A27HHKLMMMOPZ

X9A13GAKNSNUPQZ
４５玉

・特濃ミルククッキー
・JANコード/4902501623619
・内容量/１２枚 ・出荷単位/１０

X9A25ABKRNORMUZ
４５玉

４５玉

・チョコチップクッキー
・JANコード/4902501623626
・内容量/１２枚 ・出荷単位/１０

X9A25ABKRNORNRZ
４５玉

・ 俺のおやつ いか天やわらか揚
・JANコード/4978376230245
・内容量/２８ｇ ・出荷単位/１０

・俺のおやつ いか天ﾏﾖﾈｰｽﾞ
・JANコード/4978376140483
・内容量/２８ｇ ・出荷単位/１０

X9H83HGKNOLNPQZ

X9H83HGKMPLPTOZ

４０玉

４５玉

４０玉

・ｶｰﾙｽﾃｨｯｸ 芳醇うすあじ
・JANコード/4902777011219
・内容量/４６ｇ ・出荷単位/１５

X9A27HHKLMMNMUZ
４５玉

・小枝ミニパック ミルク
・JANコード/4902888180118
・内容量/２８本 ・出荷単位/２０

・マーブルチョコ箱
・JANコード/4902777154770
・内容量/５３ｇ ・出荷単位/２０

X9A28IIKMTLMMTZ

X9A28IIKMTLMMTZ

４５玉

・俺のおやつ 韓国味付のり天
・JANコード/4978376171029
・内容量/２８ｇ ・出荷単位/１０

X9H83HGKMSMLNUZ

４５玉

・８枚生クリームパイ
・JANコード/4902501653685
・内容量/８枚 ・出荷単位/１０

X9A25ABKRQORTQZ

－－－－－－－－－
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株式会社ピィティエス
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