
商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週
桜たまご 8/5-8/11 アスパラガス（奈良県産　松下さん他） 8/5-8/11 大根（群馬県産　芳野さん他） 8/5-8/11 やさしい味わい たまごプリン 8/5-8/11
うずらの卵 8/5-8/11 有機栽培ツウサイ（茨城県産） 8/5-8/11 じゃがいも（デジマ 熊本県産） 8/5-8/11 湯田の濃厚ふるふる黒ごまババロア 8/5-8/11
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 8/5-8/11 キャベツ（熊本県産 藤本さん他） 8/5-8/11 にんじん（熊本県産 竹浦さん他） 8/5-8/11 湯田のふるふるキャラメルプリン 8/5-8/11
たまご 8/5-8/11 有機栽培小松菜（島根県産 竹岡さん他） 8/5-8/11 ミニ大根(群馬県産) 8/5-8/11 湯田のふるふるカフェオレプリン 8/5-8/11
平飼い有精卵 8/5-8/11 有機栽培ほうれん草(島根県産 竹岡さん他） 8/5-8/11 坂本さんのミニ玉ねぎ(栃木県産) 8/5-8/11 木次ナチュラルスナッカー（さけるチーズ） 8/5-8/11
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 8/5-8/11 有機ベビーリーフ（熊本県産 林さん他） 8/5-8/11 有機栽培玉ねぎ（熊本県産） 8/5-8/11 よつ葉 北海道十勝100 チェダーチーズ 8/5-8/11
若鶏のたまご 8/5-8/11 カットキャベツ 1/2カット （熊本県産 藤本さん他） 8/5-8/11 【お得用】じゃがいも(デジマ 熊本県産 岡村さん他) 8/5-8/11 よつ葉 北海道十勝100 ゴーダチーズ 8/5-8/11
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 8/5-8/11 キャベツ(熊本県産 藤永さん他) 8/5-8/11 【お得用】じゃがいも(メークイン 熊本県産) 8/5-8/11 よつ葉 北海道十勝100 厚切りチェダースライス(100g) 8/5-8/11
葉酸たまご 8/5-8/11 キャベツ(熊本県産 西岡さん他) 8/5-8/11 玉ねぎ(長崎県産 吹原さん他) 8/5-8/11 化学調味料不使用 しっとり鮭ほぐし（甘塩） 8/5-8/11
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 8/5-8/11 キャベツ(1/4カット 長野県産 井出さん他) 8/5-8/11 大根(熊本県産 工藤さん他) 8/5-8/11 しっとりやわらか 長時間発酵食パン(8枚切) 8/5-8/11
深部さんのたまご 8/5-8/11 ベビーリーフ(島根県産) 8/5-8/11 たまねぎ(熊本県産 佐々木さん他) 8/5-8/11 アサイーディライト グァバ＆アセロラ1000g 8/5-8/11
土田さんのもりもり温泉たまご（3個） 8/5-8/11 チンゲンサイ（熊本県産） 8/5-8/11 新ごぼう(宮崎県産 池田さん他) 8/5-8/11 アサイーエナジー（オリジナル） 720g 8/5-8/11
牛乳 北海道根釧地区 MILK（ミルク） 8/5-8/11 アスパラガス（北海道産　泉田さん他） 8/5-8/11 甘玉ねぎ(香川県産 原さん他) 8/5-8/11 飛騨のりんごおーれ 8/5-8/11
木次パスチャライズ牛乳（1Ｌ） 8/5-8/11 フラワー白菜（千葉県産） 8/5-8/11 ごぼう(宮崎県産 税所さん他) 8/5-8/11 しっとり、旨みたっぷり これぞ本物の「ちくわ」 8/5-8/11
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 8/5-8/11 アスパラガス（熊本県産 今村さん他） 8/5-8/11 奄美の里芋(鹿児島県産 新田さん他) 8/5-8/11 福さつま揚げ（いか） 8/5-8/11
中沢 フレッシュクリーム45％ 200ml 8/5-8/11 レタス（長野県産　川上さん他） 8/5-8/11 じゃがいも（メークイン 熊本県産） 8/5-8/11 福さつま揚げ（クリームチーズin） 8/5-8/11
【高温殺菌】 旨み凝縮 飛騨高原牛乳 8/5-8/11 小松菜（徳島県産　弘田さん他） 8/5-8/11 サラダごぼう(奈良県産) 8/5-8/11 こめや もっちり揚げボール 8/5-8/11
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 8/5-8/11 高原ほうれん草(長野県産 吉澤さん他) 8/5-8/11 赤玉ねぎ(兵庫県産) 8/5-8/11 歯ごたえしっかり 九州の塩蔵わかめ 8/5-8/11
【無糖】蒜山ジャージープレーンヨーグルト 8/5-8/11 有機栽培小松菜（佐賀県産） 8/5-8/11 にんじん(青森県産 山本さん他) 8/5-8/11 【期間限定】ゆず寄せ豆腐 8/5-8/11
のむデンマークヨーグルト[特保] 1L 8/5-8/11 有機栽培ほうれん草（佐賀県産） 8/5-8/11 ふぞろいにんじん(青森県産 山本さん他) 8/5-8/11 福さつま揚げ（ごぼう） 8/5-8/11
【無糖】　木次すこやかプレーンヨーグルト 8/5-8/11 小松菜（奈良県産　松本さん他） 8/5-8/11 ミニにんじん(青森県産 山本さん他) 8/5-8/11 そのままおかずにもう一品 ハタハタの南蛮漬(クール) 8/5-8/11
【無糖】湯田 プロバイオティクスヨーグルト 8/5-8/11 京水菜（京都府産　二ノ倉さん他） 8/5-8/11 カットごぼう（熊本県産） 8/5-8/11 北海道ポーク ロース＜冷しゃぶ用＞（クール） 8/5-8/11
飛騨 ノンホモヨーグルト 3P 8/5-8/11 丹沢フリルレタス（神奈川県） 8/5-8/11 淡路の玉ねぎ(兵庫県産 荒木さん他) 8/5-8/11 野菜を食べる 塩焼きそば 8/5-8/11
[無糖]プロバイオティクス菌LAFTI L10那須ヨーグルト 8/5-8/11 ベビーリーフ（熊本県産　小原さん他） 8/5-8/11 玉ねぎ（和歌山県産　西岡さん他） 8/5-8/11 パン屋さんのおいしいマーガリン 8/5-8/11
飛騨のプレーンヨーグルト【ファミリータイプ】 8/5-8/11 有機栽培小松菜（島根県産　佐々木さん他） 8/5-8/11 淡路の玉ねぎ（兵庫県産 山崎さん他） 8/5-8/11 豆あじの南蛮漬（クール） 8/5-8/11
ノンホモジャージーヨーグルト 3P 8/5-8/11 有機栽培水菜（島根県産） 8/5-8/11 【ヴィンテージ】じゃがいも（メークイン　北海道産） 8/5-8/11 そのままおかずにもう一品 境港産まいわしの南蛮漬 8/5-8/11
那須のむヨーグルト 8/5-8/11 有機栽培ミニチンゲンサイ（島根県産） 8/5-8/11 アピオス（青森県産） 8/5-8/11 海のソーセージ 8/5-8/11
【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 8/5-8/11 ほうれん草（長野県産　本多さん他） 8/5-8/11 【ヴィンテージ】じゃがいも（とうや　北海道） 8/5-8/11 若鶏のたまご（6個） 8/5-8/11
【小粒】本味納豆 2P 8/5-8/11 枝豆（静岡県産　鈴木さん他） 8/5-8/11 【ヴィンテージ】じゃがいも（キタアカリ　北海道） 8/5-8/11 みんさんのカクテキ 8/5-8/11
【中粒】むかしながらの納豆 3P 8/5-8/11 ジューシーきゅうり（福島県産） 8/5-8/11 ふぞろいバラにんにく(青森県産) 8/5-8/11 アサイーディライト Wマンゴーパッション 8/5-8/11
【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 8/5-8/11 トロなす(白なす 千葉県産) 8/5-8/11 長ねぎ（千葉県産） 8/5-8/11 スライスナチュラルチーズ とろけるモッツァレラ 8/5-8/11
【極小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 8/5-8/11 ピーマン(青森県産) 8/5-8/11 長ねぎ（千葉県産 小パック） 8/5-8/11 農家が漬けた白菜漬け 8/5-8/11
【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 8/5-8/11 坂本さんのなす(栃木県産) 8/5-8/11 ニラ（福岡県産） 8/5-8/11 みんさんのチャンジャ 8/5-8/11
【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 8/5-8/11 きゅうり(山梨県産 清水さん他) 8/5-8/11 みょうが(奈良県産) 8/5-8/11 釜揚げひじき 8/5-8/11
【中粒】国産わら納豆 8/5-8/11 ズッキーニ(青森県産) 8/5-8/11 奄美しょうが(鹿児島県産) 8/5-8/11 ＜リン酸塩不使用＞おやつチーズ 8/5-8/11
【小粒】　黒豆納豆2P 8/5-8/11 おくら（香川県産） 8/5-8/11 四万十の生姜(高知県産) 8/5-8/11 【木綿】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 8/5-8/11
ふっくらやわらか ひきわり納豆 8/5-8/11 塩とうもろこし(千葉県産) 8/5-8/11 【小規格】四万十の生姜(高知県産) 8/5-8/11 野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 8/5-8/11
【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 8/5-8/11 ぼっちゃんかぼちゃ(長崎県産 渡部さん他) 8/5-8/11 みょうが(高知県産) 8/5-8/11 手づくりやさん 豆乳ドーナツ 8/5-8/11
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 8/5-8/11 鈴木さんちのこだわり枝豆(新潟県産) 8/5-8/11 葉ねぎ(香川県産 原さん他) 8/5-8/11 米と麹だけの甘酒 8/5-8/11
【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 8/5-8/11 ピーマン(岩手県産 または 秋田県産) 8/5-8/11 ニラ(熊本県産 津田さん他) 8/5-8/11 黄身が濃厚 温泉たまご（3個入り） 8/5-8/11
【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 8/5-8/11 小布施丸なす(長野県産) 8/5-8/11 にんにく(熊本県産 岡村さん他) 8/5-8/11 【化学調味料不使用】6種野菜のトロトロ薬味「だし」 8/5-8/11
しろうさぎの豆乳 8/5-8/11 おくら(熊本県産) 8/5-8/11 バジル(群馬県産) 8/5-8/11 旨み熟成 オホーツク天然サーモン切身 8/5-8/11
きざみ揚げ （凍） 8/5-8/11 さしみなす(有機栽培水なす 山梨県産) 8/5-8/11 【小規格】ニラ（熊本県産 小原さん他） 8/5-8/11 【とれピチ】愛媛佐田岬の天然塩蔵わかめ 8/5-8/11
味付いなりあげ 8/5-8/11 島おくら(沖縄県産 芳野さん他) 8/5-8/11 長ねぎ(長崎県産 栗原一清さん他) 8/5-8/11 みんさんのオイキムチ 8/5-8/11
【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 やわらか 8/5-8/11 おくら(沖縄県産 當山さん他) 8/5-8/11 ニラ（熊本県産　小原さん他） 8/5-8/11 ふるふるとろける 濃厚こだわり極チーズプリン 8/5-8/11
手づくりやさん 石臼挽き油揚げ 8/5-8/11 きゅうり（千葉県産） 8/5-8/11 大葉（宮崎県産 野中さん他） 8/5-8/11 アサイービューティー（ローズヒップ＆アセロラ） 8/5-8/11
ふっくら油揚（2枚） 8/5-8/11 とうもろこし(千葉県産 塙さん他) 8/5-8/11 有機栽培小ねぎ（島根県産） 8/5-8/11 アサイーエナジー（オリジナル） 8/5-8/11
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳 8/5-8/11 いんげん(山梨県産 竹内さん他) 8/5-8/11 トマト（福島県産 高林さん他） 8/5-8/11 【辛旨】野菜の旨みがつまった発酵韓国キムチ 8/5-8/11
【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 8/5-8/11 有機栽培なす(熊本県産 西山さん他) 8/5-8/11 ミディトマト(北海道産) 8/5-8/11 豆乳入り　こんにゃく麺 8/5-8/11
【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆腐 8/5-8/11 ふぞろいきゅうり（千葉県産 芝田さん他） 8/5-8/11 トマト(400g 長崎県産 杉本さん他) 8/5-8/11 旨み熟成 秋鮭の切身 8/5-8/11
【木綿】水切り不要！お料理用豆腐 8/5-8/11 島おくら(沖縄県産 近藤さん他) 8/5-8/11 ミディトマト(北海道産 村井さん他) 8/5-8/11 福さつま揚げ（プレーン） 8/5-8/11
たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 8/5-8/11 きゅうり（和歌山県または奈良県産 児玉さん他） 8/5-8/11 ミディトマト（シンディスィート　徳島県産） 8/5-8/11 骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（ごぼう） 8/5-8/11
【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P） 8/5-8/11 なす（奈良県産） 8/5-8/11 ミニトマト(徳島県産 井口さん他) 8/5-8/11 じっくり西京漬け さば 8/5-8/11
いっこくのこだわり 白たき糸こんにゃく 8/5-8/11 ゴーヤ（沖縄県産） 8/5-8/11 ミニトマト(アイコ 佐賀県産) 8/5-8/11 中沢 メロンとクリームのプリン 8/5-8/11
生いも糸こんにゃく 8/5-8/11 かぼっコリー（大分県産） 8/5-8/11 ミニトマト(奈良県産 牧野さん他) 8/5-8/11 湯田 素材の味わいが楽しめる 田舎のプリン 8/5-8/11
JAS有機栽培 生いもまるごとこんにゃく 8/5-8/11 甘っ娘ぼっちゃんかぼちゃ(愛知県産) 8/5-8/11 ミニトマト(アイコ 高知県産) 8/5-8/11 アジの開き（クール） 8/5-8/11
こんなの待ってた 味がしみこむ板こんにゃく 8/5-8/11 とうもろこし(群馬県産 加藤さん他) 8/5-8/11 ミニトマト(宮崎県産 宮崎さん他) 8/5-8/11 しゃきしゃき食感 熊本天草産 茎わかめ(カット済） 8/5-8/11
切れているから便利！糸こんにゃく（使いきり） 8/5-8/11 パプリカ（赤　宮城県産） 8/5-8/11 ミニトマト(アイコ 北海道産 西澤さん他) 8/5-8/11 国産発芽ビーンズ（岐阜県産） 8/5-8/11
旨み熟成 さば切身 8/5-8/11 パプリカ（黄　宮城県産） 8/5-8/11 ミニトマト(宮崎県産 野中さん他) 8/5-8/11 ちっちゃなお口も食べやすい 国産若鶏ひとくちつくね 8/5-8/11
旨み熟成 さわら切身 8/5-8/11 なす(岩手県産 寺館さん他) 8/5-8/11 トマト(岐阜県産) 8/5-8/11 5種の野菜を使った国産若鶏のつくね 8/5-8/11
旨み熟成 オホーツク天然サーモン切身 8/5-8/11 スナップえんどう(青森県産) 8/5-8/11 みつトマト(千葉県産) 8/5-8/11 国産豚の肉だんご（黒酢たれ） 8/5-8/11
旨み熟成 シマホッケ半身 8/5-8/11 パプリカ（赤　大分県産） 8/5-8/11 ミディトマト(群馬県産 矢野さん他) 8/5-8/11 幸せ６粒のアーモンドチョコレート 8/5-8/11
旨み熟成 秋鮭の切身 8/5-8/11 パプリカ（黄　大分県産） 8/5-8/11 ミニトマト（完甘娘 熊本県産） 8/5-8/11 幸せ６粒のヘーゼルナッツチョコレート 8/5-8/11
旨み熟成 赤魚切身 8/5-8/11 ピーマン（宮崎県産 近藤さん他) 8/5-8/11 ミニトマト(北海道産 山下さん他) 8/5-8/11 焼いて食べる トルコのハルーミチーズ 8/5-8/11
【EAT＆SEND】旨み熟成 メヌケ切り身 8/5-8/11 かぼっコリー(熊本県産) 8/5-8/11 トマト(400g 北海道産 渡辺さん他) 8/5-8/11
【EAT＆SEND】旨み熟成 子持ち浅羽ガレイ切り身 8/5-8/11 有機栽培ピーマン(島根県産 三浦さん他) 8/5-8/11 トマト(700g 北海道産 渡辺さん他) 8/5-8/11
【EAT＆SEND】旨み熟成 天然ブリ切身 8/5-8/11 なす(香川県産 原さん他) 8/5-8/11 トマト(1玉 北海道産 渡辺さん他) 8/5-8/11
釜揚げしらす 8/5-8/11 なす(徳島県産 平岡さん他) 8/5-8/11 みんなで選んだトマト(北海道産 吉田さん他) 8/5-8/11
釜あげしらす野沢菜入り 8/5-8/11 ピーマン(徳島県産 上田さん他) 8/5-8/11 高糖度トマト(北海道産 岡田さん他) 8/5-8/11
濃密な味わい 越前白山鶏 ムネ (クール) 8/5-8/11 ピーマン(千葉県産 斉藤さん他) 8/5-8/11 トマト(北海道産 堀さん他) 8/5-8/11
野菜ミートボール トマト味 8/5-8/11 丸おくら(福岡県産 坂井さん他) 8/5-8/11 ミニトマト(ネネ 北海道産) 8/5-8/11
野菜ミートボール テリヤキ味 8/5-8/11 ピーマン(熊本県産 藤岡さん他) 8/5-8/11 ミニトマト(アイコ 群馬県産) 8/5-8/11
無添加ベーコン 8/5-8/11 きゅうり(愛媛県産 栢森さん他) 8/5-8/11 みんなで選んだトマト(佐賀県産 小原さん他) 8/5-8/11
北海道産 谷口さん旨牛 8/5-8/11 栗坊かぼちゃ(長崎県産 長谷川さん他) 8/5-8/11 カンパリトマト(ミディトマト 北海道産) 8/5-8/11
北海道ポーク 8/5-8/11 小玉栗坊かぼちゃ(長崎県産 長谷川さん他) 8/5-8/11 みんなで選んだトマト(北海道産 佐伯さん他) 8/5-8/11
蒜山ジャージー牛 8/5-8/11 丸おくら(徳島県産) 8/5-8/11 夏季限定 手づくりやさん 石臼挽き枝豆がんも 5個 8/5-8/11
脂さっぱりラテン豚 8/5-8/11 カットかぼちゃ(1/4カット 神奈川県産) 8/5-8/11 切れているから便利！一口厚揚げ 8個 8/5-8/11
佐賀赤鶏 8/5-8/11 いんげん(山梨県産 清水さん他) 8/5-8/11 生ジンジャーエール オリジナル 8/5-8/11



国産豚の手作り焼きハンバーグ 8/5-8/11 賀茂なす(京都府産 中谷さん他) 8/5-8/11 生ジンジャーエール ザクロ ウィズ ハイビスカス 8/5-8/11
国産豚のロースハム 8/5-8/11 かぼちゃ(1/2カット 奈良県産) 8/5-8/11 生ジンジャーエール ジャスミンティー 8/5-8/11
国産豚のバラベーコン 8/5-8/11 かぼっコリー(北海道産 篠田さん他) 8/5-8/11 万能キムチ調味料 キムジャンミニ 150g 8/5-8/11
国産豚のあらびきウインナー 8/5-8/11 茶豆(長崎県産 酒井さん他) 8/5-8/11 【極小粒】すっきり有機納豆 タレ・からし付き 8/5-8/11
九州麦豚 8/5-8/11 きゅうり(京都府産 川口さん他) 8/5-8/11 果実ゼリー グレープフルーツ 8/5-8/11
極立つ旨味 徳島神山鶏 8/5-8/11 なす(京都府産 山本さん他) 8/5-8/11 果実ゼリー 白桃 8/5-8/11
宮崎日南鶏 8/5-8/11 きゅうり(熊本県産 田中さん他) 8/5-8/11 果実ゼリー マンゴー 8/5-8/11
海のソーセージ 8/5-8/11 こどもピーマン(千葉県産 佐瀬さん他) 8/5-8/11 果実ゼリー ミックス 8/5-8/11
ふっくら食感 知床若鶏 8/5-8/11 きゅうり（京都府産） 8/5-8/11 果実ゼリー ぶどう＆ナタデココ 8/5-8/11
グリーンマーク 無塩せきベーコン 8/5-8/11 かぼちゃ(1/4カット 奈良県産) 8/5-8/11 越前白山鶏 やみつきチキン棒（未加熱） 8/5-8/11
グリーンマーク 国産スモークレバー 8/5-8/11 きゅうり(群馬県産 水野さん他) 8/5-8/11 レンジで簡単！サクサクチキンカツ 8/5-8/11
グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 8/5-8/11 カットかぼちゃ(1/2カット 神奈川県産) 8/5-8/11 【お徳用】 レンジで簡単！サクサクチキンカツ 8/5-8/11
グリーンマーク ミートボール 8/5-8/11 万願寺とうがらし(京都府産 中川さん他) 8/5-8/11 袋から出すだけカキ氷 みぞれ 4パック 8/5-8/11
カリフォルニアビーフ 8/5-8/11 伏見とうがらし(京都府産 中川さん他) 8/5-8/11 袋から出すだけカキ氷 あずき 4パック 8/5-8/11
カリフォルニアビーフ 8/5-8/11 ピーマン(京都府産 中川さん他) 8/5-8/11 【お弁当】 ピーマンの肉詰めフライ 8/5-8/11
おさかなソーセージ 8/5-8/11 ふぞろいトロなす(白なす 千葉県産) 8/5-8/11 プチプチ食感 博多辛子明太子（切れ子・クール） 8/5-8/11
【無料モニター】MORNING WATER 島根の軟水 8/5-8/11 汐なす（熊本県産） 8/5-8/11 プチプチ食感 無着色たらこ（切れ子・クール） 8/5-8/11
【無料モニター】Ｏｉｗａｔｅｒ　道志村 1袋 8/5-8/11 ふぞろい汐なす(熊本県産） 8/5-8/11 アサイーディライト Wマンゴーパッション ケース 8/5-8/11
有機栽培モロヘイヤ(茨城県産) 8/5-8/11 ズッキーニ(北海道産 松井さん他) 8/5-8/11 香りが違う！焙煎したて珈琲（マイルドブレンド：粉） 8/5-8/11
篠崎さんの有機栽培小松菜（千葉県産） 8/5-8/11 ピーナッツもやし（佐賀県産） 8/5-8/11 香りが違う！焙煎したて珈琲（モカブレンド：粉） 8/5-8/11
ミニキャベツ(青森県産 米内口さん他) 8/5-8/11 子大豆もやし（長野県産） 8/5-8/11 フリコの厚切りゴーダスライス　4枚入り 8/5-8/11
高原チンゲンサイ（長野県産） 8/5-8/11 豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 8/5-8/11 スライスナチュラルチーズ レッドチェダー 8/5-8/11
高原レタス（長野県産） 8/5-8/11 国産発芽ビーンズ（岐阜県産） 8/5-8/11 スライスナチュラルチーズ モントレージャック 8/5-8/11
高原ミニキャベツ(長野県産) 8/5-8/11 豆苗（岐阜県産） 8/5-8/11 スライスナチュラルチーズ クリーミーハバティー 8/5-8/11
ブロッコリー(北海道産 大崎さん他) 8/5-8/11 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 8/5-8/11 【食べて味噌】野菜や肉との相性抜群 金山寺味噌 8/5-8/11
キャベツ(長野県産 井出さん他) 8/5-8/11 坂本さんの玉ねぎ(栃木県産) 8/5-8/11 【食べて味噌】火入れで旨味を濃縮した　甘辛味噌 8/5-8/11
セロリ(長野県産 井澤さん) 8/5-8/11 ミニやまいも（埼玉県産または群馬県産） 8/5-8/11 【食べて味噌】老舗の家庭の味　甘さ控えめ田楽味噌 8/5-8/11
カットセロリ(長野県産 井澤さん) 8/5-8/11 にんじん(青森県産 米内口さん他) 8/5-8/11 砂糖未使用ベリーチョコレート（ダーク） 8/5-8/11
有機栽培ほうれん草（千葉県産 篠崎さん他） 8/5-8/11 ふぞろいミニにんじん(青森県産 米内口さん他) 8/5-8/11 お弁当用まるごと魚バーグ 8/5-8/11
アスパラガス（長野県産） 8/5-8/11 大根（青森県産） 8/5-8/11 骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（プレーン） 8/5-8/11
チンゲンサイ（茨城県産 関さん他） 8/5-8/11 かぶ(青森県産) 8/5-8/11 骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（れんこん） 8/5-8/11
レタス（群馬県産 高橋さん他） 8/5-8/11 有機栽培じゃがいも（メークイン 熊本県産） 8/5-8/11 こめや 絶妙食感のかまぼこ 8/5-8/11
リーフレタス（長野県産） 8/5-8/11 ごぼう（宮崎県産　長友さん他） 8/5-8/11 味付めかぶ（韓国産） 8/5-8/11
有機栽培青ねぎ（島根県産 竹岡さん他） 8/5-8/11 高原こかぶ（長野県産） 8/5-8/11 北海道ポーク　肩ローススライス（クール） 8/5-8/11
サニーレタス（群馬県産） 8/5-8/11 有機栽培じゃがいも（ニシユタカ 熊本県産） 8/5-8/11 旨み熟成 ツボダイの切身 8/5-8/11
水菜（奈良県産　出口さん他） 8/5-8/11 小玉じゃがいも（メークイン 熊本県産） 8/5-8/11 丹那 ほっぺがよろこぶ牛乳プリン 8/5-8/11


