
2019 年 10 月 3 日  

 

お客さま各位  

ゲンキー株式会社  

 

 

消費税増税に伴う税率に関するお詫びとお知らせ 

 

平素よりゲンキーをご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。 

ゲンキーの全店舗にて、10 月 1 日、2 日の両日、軽減税率対象商品の一部に

おいて、消費税率が 10％となっておりました。 

現在は不備を解消しております。安心してお買い上げくださいませ。 

 

該当商品 

 精肉 

 ノンアルコール商品 

中華調味料 

サプリメント 

その他食品の一部 

 

 該当商品詳細につきましては、別紙「該当商品一覧」をご参照ください。 

 

税率に誤りがある商品をお買い上げされたお客様におきましては、レシート

を確認の上店舗にて返金させていただきます。 

大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。  

 

■本件に関するお問合せ先  

ゲンキー株式会社 お客様相談室  

フリーダイヤル ０１２０－１１０－２４９  

受付時間 平日９：００～１７：００（土曜、日曜、祝日を除く）  

 

以上 



該当商品一覧
カテゴリー 商品名

精肉 アメリカ産牛肉バラ切り落とし　　　　　　
精肉 アメリカ産牛肉プルコギ（バラ）味付け　
精肉 アメリカ産牛肉肩ロース焼肉用　　　　　　
精肉 アメリカ産牛肉焼肉味付け　　　　　　　　
精肉 オーストラリア産牛サイコロステーキ　　
精肉 オーストラリア産牛ももブロック　　　　
精肉 オーストラリア産牛肩ロース焼肉　　
精肉 オーストラリア産牛肉（バラ）焼肉味付　
精肉 オーストラリア産牛肉カレー用角切り　
精肉 オーストラリア産牛肉バラ焼肉　　　　　　
精肉 オーストラリア産牛肉バラ切り落とし　　　          
精肉 オーストラリア産牛肉バラ切り落とし（小 ）        
精肉 オーストラリア産牛肉プルコギ（バラ）味付
精肉 オーストラリア産牛肉肩ロースすき焼き用　
精肉 オーストラリア産牛肉肩ロースステーキ用　
精肉 オーストラリア産牛肉肩ロース切り落とし　
精肉 オーストラリア産牛肉肩ロース味付けステーキ
精肉 オーストラリア産牛肉切り落とし　　　
精肉 カナダ産豚ロースステーキ味付　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉　ロースカツ　　　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉カタしょうが焼味付け用　　
精肉 カナダ産豚肉カタロース切り落とし　　　
精肉 カナダ産豚肉カタ切り落とし（小）　　
精肉 カナダ産豚肉カタ切り落とし（大）　　　
精肉 カナダ産豚肉カタ切り落とし（特大）　　　
精肉 カナダ産豚肉カレー用角切り　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉しょうが焼味付け用（ロース肉）
精肉 カナダ産豚肉バラしゃぶしゃぶ用　　
精肉 カナダ産豚肉バラブロック　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉バラ焼肉味付け用　　
精肉 カナダ産豚肉バラ焼肉用　　　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉バラ焼肉用（小）　　　　　　          
精肉 カナダ産豚肉バラ切り落とし　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉ロースガーリックペッパーステーキ
精肉 カナダ産豚肉ロースカツ　　　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉ロースしゃぶしゃぶ用　　　
精肉 カナダ産豚肉ロースしょうが焼用　　　　
精肉 カナダ産豚肉ロースステーキ味付　　　　　
精肉 カナダ産豚肉ローススライス　　　　　　
精肉 カナダ産豚肉ロース切り落とし　　　　　
精肉 カナダ産豚肉肩ロース切り落とし　　　　　
精肉 こてっちゃん　　　　　　　　　　　　　　          
精肉 ふっくらハンバーグ　　　　　　　　　　　
精肉 ブラジル産鶏モモ肉（小）（解凍）　　　　
精肉 ブラジル産鶏モモ肉（大）（解凍）　　　
精肉 プルコギビーフ　　　　　　　　　　　　　
精肉 プルコギポーク　　　　　　　　　　　　　
精肉 牛・豚焼肉セット　　　　　　　　　　　
精肉 牛カルビ味付け焼肉　　　　　　　　　
精肉 牛タン塩味付け焼肉用　　　　　　　　　
精肉 牛タン味付け焼肉用　　　　　　　　　　
精肉 牛バラカルビ味付焼肉　　　　　　　　　
精肉 牛バラとにんにくの芽炒め（解凍）　　　
精肉 牛ハラミ（成型肉）味付焼肉用　　　　　　
精肉 牛肩ロース味付け焼肉用　　　　　



カテゴリー 商品名

精肉 牛中落ちカルビ味付焼肉用　　　　　　　　
精肉 牛豚合挽き　（豪州牛：カナダ産豚）解凍　
精肉 牛豚合挽き（国産）解凍　　　　　　　　　
精肉 牛豚合挽き（小）　　　　　　　　　　　
精肉 牛豚焼肉セット（牛：ＵＳショートプレート）
精肉 牛肉小間切り　国産（小）　　　　　
精肉 牛肉小間切り　国産（大）　　　　　　　
精肉 牛味付け中落ちカルビ　　　　　　　　
精肉 鶏モモ味付け肉（ガーリック）　　　　　　 
精肉 鶏モモ味付け肉（てりやき）　　　　　　
精肉 鶏モモ味付け肉（バジル）　　　　　　　　
精肉 鶏モモ味付け肉（レモン）　　　　　　　　
精肉 鶏生だんご１４４ｇ（プレーン）　　　
精肉 鶏生だんご１４４ｇ（もち入り）　　　
精肉 鶏生だんご１４４ｇ（生姜柚子）　　　
精肉 国産スペアリブ　　　　　　　　　　　　
精肉 国産せせり　　　　　　　　　　　　　　
精肉 国産牛豚合挽き（小）（解凍）　　　　　
精肉 国産牛豚合挽き（大）（解凍）　　　　　
精肉 国産牛肉バラ焼肉用　　　　　　　　　　
精肉 国産牛肉ローススライス　　　
精肉 国産牛肉肩ローススライス　　　　　　　　
精肉 国産牛肉肩ロース焼肉用　　　　　　　　
精肉 国産鶏生だんご　　プレーン　　　　　　　
精肉 国産鶏生だんご　もち入り　　　　　　　　
精肉 国産鶏生だんご　生姜柚子　　　　　　　　
精肉 国産鶏挽き（解凍）　　　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏かわ（解凍）　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏ササミ　　　　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏ズリ（砂肝）　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏せせり（小肉）（解凍）　　　　
精肉 国産若鶏ムネ肉（小）　　　　　　　　
精肉 国産若鶏ムネ肉（大）　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏モモからあげ用　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏モモ肉（小）　　　　　　　　　　          
精肉 国産若鶏モモ肉（大）　　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏レバー　　　　　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏手羽元　　　　　　　　　　　　　
精肉 国産若鶏手羽元（大）　　　　　　　　　　          
精肉 国産若鶏手羽先　　　　　　　　　　　　
精肉 国産親鶏モモ肉（解凍）　　　　　　　　　
精肉 国産親鶏モモ肉カット（解凍）　　　　　　
精肉 国産豚小間切れ味付焼肉　　　　　　　
精肉 国産豚肉スペアリブ（骨付きバラ肉）
精肉 国産豚肉バラしゃぶしゃぶ用　　　　　　　
精肉 国産豚肉バラスライス　　　　　　　
精肉 国産豚肉バラスライス（小）　　　　　　　          
精肉 国産豚肉バラ焼肉用　　　　　　　　　　
精肉 国産豚肉バラ焼肉用（小）　　　　　　　　          
精肉 国産豚肉バラ切り落とし　　　　
精肉 国産豚肉バラ切り落とし（小）　　　　　　          
精肉 国産豚肉モモ切り落とし　　　　　　　　　          
精肉 国産豚肉ロースカツ　　　　　　　　　　
精肉 国産豚肉ロースしゃぶしゃぶ用　　　　　
精肉 国産豚肉ロースしゃぶしゃぶ用（小）　　　          
精肉 国産豚肉ロースしょうが焼用　　　　　　　          
精肉 国産豚肉ローススライス　　　　　　　　



カテゴリー 商品名

精肉 国産豚肉ロース切り落とし　　　　　　　
精肉 国産豚肉肩ロース切り落とし　　　　　　　          
精肉 国産豚肉小間切り　　　　　　　　　　　　
精肉 国産豚肉小間切り（小）　　　　　　　　　
精肉 国産豚肉小間切り（大）　　　　　　　　　
精肉 国産豚肉挽き（小）（解凍）　　　　　　　          
精肉 国産豚肉挽き（大）（解凍）　　　　　　　          
精肉 国産豚挽肉（解凍）　　　　　　　　　　　
精肉 若鶏もも　　香草カレーパン粉焼き　　
精肉 豚ボイルモツ　　　　　　　　　　　　　　
精肉 豚肉のにんにくの芽炒め　　　　　　　　　
精肉 豚肉挽　カナダ産　（小）　　　　　　　　
精肉 豚肉挽　カナダ産　（大）　　　　　　　
精肉 豚肉挽　国産（小）　　　　　　　　　　          
精肉 豚肉挽　国産（大）　　　　　　　　　　          
精肉 味付けハラミ　　　　　　　　　　　　
精肉 輸入牛豚合挽き（小）　　　　　　　　
精肉 輸入豚肉挽き（大）（解凍）　　　　　　
ノンアルコール商品 大関　甘酒　　　　　１９０ｍｌ
ノンアルコール商品 キティカクテルフレーバー　オレンジマンゴー
ノンアルコール商品 キティカクテルフレーバー　シークワーサーライム
ノンアルコール商品 キリン　パーフェクトフリー
ノンアルコール商品 キリン　フリー　　
ノンアルコール商品 キリン　零ＩＣＨ
ノンアルコール商品 ゲンキーオリジナル　ザ・リアル　ノンアルコールビール
ノンアルコール商品 ゲンキーオリジナル　スリーゼロ
ノンアルコール商品 サッポロ　サッポロプラス
ノンアルコール商品 サッポロ　プレミアムアルコールフリー
ノンアルコール商品 サントリー　オールフリー
ノンアルコール商品 サントリー　からだを想うオールフリー　　　　　　
ノンアルコール商品 ブローリー　プレミアムラガー
ノンアルコール商品 ポッカ　お酒にプラス得々レモン　　　５００ｍｌ
中華調味料 ＳＢ李錦記　コチュジャン　１２０ｇ　　　　　　　　
中華調味料 李錦記オイスターソース　　　　　　　　　２５５ｇ
中華調味料 李錦記オイスターソース（チューブ入り）　９５ｇ
中華調味料 李錦記コチュジャン（チューブ入り）　　　１００ｇ
中華調味料 李錦記スイートチリソース　　　　　　　　１４５ｇ
中華調味料 李錦記甜面醤チューブ　　　　　　　　　　９０ｇ
中華調味料 李錦記豆板醤（チューブ入り）　　　　　　８５ｇ
乳製品 クラフト　パルメザンチーズ　　　　　　　　８０ｇ
菓子 クラシエ　フリスクペパーミント　　　　　　５０粒
ジャム ピーナッツバター３Ｐ　クリーミー　　　　４３ｇｘ３
エチケット商品 噛むブレスケアボトルジューシーグレープ　８０粒
サプリメント アレルリボーテ
サプリメント ベジリッチ酵素


