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うずらの卵 8/26-9/1 水菜（奈良県産　出口さん他） 8/26-9/1 にんじん(北海道産 瀬口さん他) 8/26-9/1 クリスタ泡果梅りんご 8/26-9/1
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 8/26-9/1 アスパラガス（奈良県産　松下さん他） 8/26-9/1 大根（群馬県産　芳野さん他） 8/26-9/1 「農家のお茶」 有機煎茶 荒茶仕立て（お徳用） 8/26-9/1
たまご 8/26-9/1 有機栽培ツウサイ（茨城県産） 8/26-9/1 ミニ大根(群馬県産) 8/26-9/1 ワタまで旨い！ あじ丸干し 8/26-9/1
平飼い有精卵 8/26-9/1 キャベツ（熊本県産 藤本さん他） 8/26-9/1 新ごぼう(宮崎県産 池田さん他) 8/26-9/1 椎茸・昆布・いりこを使った 豊潤なだし（パック） 8/26-9/1
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 8/26-9/1 有機栽培小松菜（島根県産 竹岡さん他） 8/26-9/1 ごぼう(宮崎県産 税所さん他) 8/26-9/1 有明の生海苔たっぷり　ノンオイルドレッシング 8/26-9/1
若鶏のたまご 8/26-9/1 有機ベビーリーフ（熊本県産 林さん他） 8/26-9/1 れんこん(熊本県産 中塘さん他) 8/26-9/1 味噌炒めのもと（やわらかイカ入り） 8/26-9/1
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 8/26-9/1 カットキャベツ 1/2カット （熊本県産 藤本さん他） 8/26-9/1 大根 (1/2カット 群馬県産) 8/26-9/1 味はそのまま！もったいないナン 8/26-9/1
葉酸たまご 8/26-9/1 キャベツ(熊本県産 藤永さん他) 8/26-9/1 にんじん(青森県産 山本さん他) 8/26-9/1 あんがとろーり　国産野菜と豚肉の春巻 8/26-9/1
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 8/26-9/1 キャベツ(1/4カット 長野県産 井出さん他) 8/26-9/1 ミニにんじん(北海道産 瀬口さん他) 8/26-9/1 トースターでサクサク ひとくちコロッケ（野菜） 8/26-9/1
深部さんのたまご 8/26-9/1 ベビーリーフ(島根県産) 8/26-9/1 ミニ大根(新潟県産 宮澤さん他) 8/26-9/1 チーズとろーり国産ささみチーズカツレツ 8/26-9/1
土田さんのもりもり温泉たまご（3個） 8/26-9/1 小玉キャベツ(熊本県産 西岡さん他) 8/26-9/1 淡路の玉ねぎ(兵庫県産 荒木さん他) 8/26-9/1 【お徳用】チーズとろーり 国産ささみチーズカツレツ8/26-9/1
牛乳 北海道根釧地区 MILK（ミルク） 8/26-9/1 サラノバレタス(福岡県産) 8/26-9/1 小ねぎ（千葉県産 堀澄さん他 8/26-9/1 レンジで簡単！サクサクチキンカツ 8/26-9/1
木次パスチャライズ牛乳（1Ｌ） 8/26-9/1 白菜(長野県産 油井さん他) 8/26-9/1 ふぞろいバラにんにく(青森県産) 8/26-9/1 【お徳用】 レンジで簡単！サクサクチキンカツ 8/26-9/1
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 8/26-9/1 カット白菜(1/4玉 長野県産 油井さん他) 8/26-9/1 長ねぎ（千葉県産） 8/26-9/1 レンジで簡単！国産鶏のてづくりからあげ 8/26-9/1
中沢 フレッシュクリーム45％ 200ml 8/26-9/1 チンゲンサイ（熊本県産） 8/26-9/1 長ねぎ（千葉県産 小パック） 8/26-9/1 【お徳用】レンジで簡単！国産鶏のてづくりからあ 8/26-9/1
【高温殺菌】 旨み凝縮 飛騨高原牛乳 8/26-9/1 小松菜（熊本県産　吉田さん他） 8/26-9/1 ニラ（福岡県産） 8/26-9/1 鳴門金時 スイートポテト（2個） 8/26-9/1
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 8/26-9/1 アスパラガス（北海道産　泉田さん他） 8/26-9/1 みょうが(奈良県産) 8/26-9/1 長崎産 食べるいりこ（黒糖） 8/26-9/1
【無糖】蒜山ジャージープレーンヨーグルト 8/26-9/1 フラワー白菜（千葉県産） 8/26-9/1 汐ねぎ(石川県産) 8/26-9/1 長崎産 食べるいりこ（紫いも） 8/26-9/1
のむデンマークヨーグルト[特保] 1L 8/26-9/1 大きめ小松菜（群馬県産） 8/26-9/1 四万十の生姜(高知県産) 8/26-9/1 0 8/26-9/1
【無糖】　木次すこやかプレーンヨーグルト 8/26-9/1 キャベツ(長野県産 菊池さん他) 8/26-9/1 みょうが(高知県産) 8/26-9/1
【無糖】湯田 プロバイオティクスヨーグルト 8/26-9/1 アスパラガス（熊本県産 今村さん他） 8/26-9/1 葉ねぎ(香川県産 原さん他) 8/26-9/1
飛騨 ノンホモヨーグルト 3P 8/26-9/1 レタス（長野県産　川上さん他） 8/26-9/1 ニラ(熊本県産 津田さん他) 8/26-9/1
[無糖]プロバイオティクス菌LAFTI L10那須ヨーグ 8/26-9/1 小松菜（徳島県産　弘田さん他） 8/26-9/1 バジル(群馬県産) 8/26-9/1
飛騨のプレーンヨーグルト【ファミリータイプ】 8/26-9/1 高原ほうれん草(長野県産 吉澤さん他) 8/26-9/1 長ねぎ(山形県産) 8/26-9/1
ノンホモジャージーヨーグルト 3P 8/26-9/1 有機栽培小松菜（佐賀県産） 8/26-9/1 【小規格】ニラ（熊本県産 小原さん他） 8/26-9/1
那須のむヨーグルト 8/26-9/1 小松菜（奈良県産　松本さん他） 8/26-9/1 ニラ（熊本県産　小原さん他） 8/26-9/1
【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 8/26-9/1 ほうれん草(長野県産 菊池さん他) 8/26-9/1 大葉（宮崎県産 野中さん他） 8/26-9/1
【小粒】本味納豆 2P 8/26-9/1 ほうれん草（熊本県産　福島さん他） 8/26-9/1 有機栽培小ねぎ（島根県産） 8/26-9/1
【中粒】むかしながらの納豆 3P 8/26-9/1 京水菜（京都府産　二ノ倉さん他） 8/26-9/1 パセリ(熊本県産) 8/26-9/1
【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 8/26-9/1 丹沢フリルレタス（神奈川県） 8/26-9/1 トマト（福島県産 高林さん他） 8/26-9/1
【極小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 8/26-9/1 ベビーリーフ（熊本県産　小原さん他） 8/26-9/1 ミディトマト(北海道産) 8/26-9/1
【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 8/26-9/1 有機栽培小松菜（島根県産　佐々木さん他） 8/26-9/1 ミディトマト(北海道産 村井さん他) 8/26-9/1
【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 8/26-9/1 有機栽培水菜（島根県産） 8/26-9/1 ミディトマト（シンディスィート　徳島県産） 8/26-9/1
【中粒】国産わら納豆 8/26-9/1 有機栽培ミニチンゲンサイ（島根県産） 8/26-9/1 ミニトマト(アイコ 高知県産) 8/26-9/1
【小粒】　黒豆納豆2P 8/26-9/1 ほうれん草（長野県産　本多さん他） 8/26-9/1 ミニトマト(アイコ 北海道産 西澤さん他) 8/26-9/1
ふっくらやわらか ひきわり納豆 8/26-9/1 ミニパプリカ(青森県産 岩間さん他) 8/26-9/1 ミニトマト(宮崎県産 野中さん他) 8/26-9/1
【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 8/26-9/1 ジューシーきゅうり（福島県産） 8/26-9/1 トマト(岐阜県産) 8/26-9/1
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 8/26-9/1 トロなす(白なす 千葉県産) 8/26-9/1 みつトマト(千葉県産) 8/26-9/1
【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 8/26-9/1 とうもろこし(北海道 黒木さん他) 8/26-9/1 有機ミニトマト(アイコ 島根県産) 8/26-9/1
【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 8/26-9/1 ピーマン(青森県産) 8/26-9/1 ミニトマト(北海道産 山下さん他) 8/26-9/1
しろうさぎの豆乳 8/26-9/1 坂本さんのなす(栃木県産) 8/26-9/1 トマト(400g 北海道産 渡辺さん他) 8/26-9/1
きざみ揚げ （凍） 8/26-9/1 きゅうり(山梨県産 清水さん他) 8/26-9/1 トマト(700g 北海道産 渡辺さん他) 8/26-9/1
味付いなりあげ 8/26-9/1 ズッキーニ(青森県産) 8/26-9/1 トマト(1玉 北海道産 渡辺さん他) 8/26-9/1
【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 やわら8/26-9/1 おくら（香川県産） 8/26-9/1 みんなで選んだトマト(北海道産 吉田さん他) 8/26-9/1
手づくりやさん 石臼挽き油揚げ 8/26-9/1 とうもろこし(ピュアホワイト 北海道 黒木さん他) 8/26-9/1 ミニトマト(アイコ 北海道産 吉田さん他) 8/26-9/1
ふっくら油揚（2枚） 8/26-9/1 ふぞろいカットかぼちゃ(北海道産 大川さん他) 8/26-9/1 高糖度トマト(北海道産 岡田さん他) 8/26-9/1
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳8/26-9/1 鈴木さんちのこだわり枝豆(新潟県産) 8/26-9/1 トマト(北海道産 堀さん他) 8/26-9/1
【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 8/26-9/1 ピーマン(岩手県産 または 秋田県産) 8/26-9/1 ミニトマト(ネネ 北海道産) 8/26-9/1
【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆8/26-9/1 小布施丸なす(長野県産) 8/26-9/1 ミニトマト(アイコ 群馬県産) 8/26-9/1
【木綿】水切り不要！お料理用豆腐 8/26-9/1 いんげん(群馬県産 岩田さん他) 8/26-9/1 みんなで選んだトマト(佐賀県産 小原さん他) 8/26-9/1
たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 8/26-9/1 おくら(熊本県産) 8/26-9/1 カンパリトマト(ミディトマト 北海道産) 8/26-9/1
【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P8/26-9/1 さしみなす(有機栽培水なす 山梨県産) 8/26-9/1 みんなで選んだトマト(北海道産 佐伯さん他) 8/26-9/1
いっこくのこだわり 白たき糸こんにゃく 8/26-9/1 島おくら(沖縄県産 芳野さん他) 8/26-9/1 カラフルみつトマト(千葉県産) 8/26-9/1
生いも糸こんにゃく 8/26-9/1 おくら(沖縄県産 當山さん他) 8/26-9/1 ミニトマト(トマトベリー 北海道産) 8/26-9/1
JAS有機栽培 生いもまるごとこんにゃく 8/26-9/1 きゅうり（千葉県産） 8/26-9/1 トマト(長崎県産 松本さん他) 8/26-9/1
こんなの待ってた 味がしみこむ板こんにゃく 8/26-9/1 いんげん(山梨県産 竹内さん他) 8/26-9/1 ミニトマト(長崎県産 松本さん他) 8/26-9/1
切れているから便利！糸こんにゃく（使いきり） 8/26-9/1 ふぞろいきゅうり（千葉県産 芝田さん他） 8/26-9/1 ミニトマト(恋まる 北海道産 高田さん他) 8/26-9/1
旨み熟成 さば切身 8/26-9/1 島おくら(沖縄県産 近藤さん他) 8/26-9/1 イエローみつトマト(千葉県産) 8/26-9/1
旨み熟成 赤魚切身 8/26-9/1 生らっかせい(千葉県産) 8/26-9/1 オレンジみつトマト(千葉県産) 8/26-9/1



旨み熟成 シマホッケ半身 8/26-9/1 きゅうり(和歌山県または奈良県産 児玉さん他) 8/26-9/1 極生プルーン(北海道産 漆原さん他) 8/26-9/1
旨み熟成 オホーツク天然サーモン切身 8/26-9/1 なす（奈良県産） 8/26-9/1 なつこみかん(熊本県産 上野さん他) 8/26-9/1
旨み熟成 秋鮭の切身 8/26-9/1 ゴーヤ（沖縄県産） 8/26-9/1 小玉すいか(姫甘泉 新潟県産) 8/26-9/1
【EAT＆SEND】旨み熟成 子持ち浅羽ガレイ切り身8/26-9/1 かぼっコリー（大分県産） 8/26-9/1 ジュエルぶどう(種無し巨峰 山梨県産 伊東さん他8/26-9/1
【EAT＆SEND】旨み熟成 メヌケ切り身 8/26-9/1 茶豆(群馬県産) 8/26-9/1 ブルーベリー(奈良県産) 8/26-9/1
釜揚げしらす 8/26-9/1 パプリカ（赤　宮城県産） 8/26-9/1 ぶどう(ピオーネ 山梨県産 向山さん他) 8/26-9/1
釜あげしらす野沢菜入り 8/26-9/1 パプリカ（黄　宮城県産） 8/26-9/1 アボカド（メキシコ産 ミゲイルさん他） 8/26-9/1
濃密な味わい 越前白山鶏 8/26-9/1 なす(岩手県産 寺館さん他) 8/26-9/1 奄美バナナ(鹿児島県産) 8/26-9/1
野菜ミートボール トマト味 8/26-9/1 ピーマン（宮崎県産 近藤さん他) 8/26-9/1 ブルーベリー(福岡県産 仲尾さん他) 8/26-9/1
野菜ミートボール テリヤキ味 8/26-9/1 ピーマン(千葉県産 斉藤さん他) 8/26-9/1 ぶどう(巨峰 熊本県産 中田さん他) 8/26-9/1
無添加ベーコン 8/26-9/1 丸おくら(福岡県産 坂井さん他) 8/26-9/1 ネクタリン(長野県産 大島さん他) 8/26-9/1
北海道産 谷口さん旨牛 8/26-9/1 ピーマン(熊本県産 藤岡さん他) 8/26-9/1 梨(豊水 熊本県産 山内さん他) 8/26-9/1
北海道ポーク 8/26-9/1 丸おくら(徳島県産) 8/26-9/1 ぶどう(デラウェア 山梨県産 三森さん他) 8/26-9/1
蒜山ジャージー牛 8/26-9/1 いんげん(山梨県産 清水さん他) 8/26-9/1 ぶどう(キングデラウェア 山梨県産 三森さん他) 8/26-9/1
脂さっぱりラテン豚 8/26-9/1 かぼちゃ(1/2カット 奈良県産) 8/26-9/1 大玉梨(幸水 奈良県産 水本さん他) 8/26-9/1
佐賀赤鶏 8/26-9/1 かぼっコリー(北海道産 篠田さん他) 8/26-9/1 ふぞろい大玉梨(幸水 奈良県産 水本さん他) 8/26-9/1
国産豚の手作り焼きハンバーグ 8/26-9/1 かぼっコリー(1/2カット 北海道産 篠田さん他) 8/26-9/1 梨(豊水 福岡県産 平田さん他) 8/26-9/1
国産豚のロースハム 8/26-9/1 だだちゃ豆(山形県産) 8/26-9/1 ハウスレモン(熊本県産 中田さん他) 8/26-9/1
国産豚のバラベーコン 8/26-9/1 いんげん(熊本県産 小川さん他) 8/26-9/1 梨(幸水 奈良県産 水本さん他) 8/26-9/1
国産豚のあらびきウインナー 8/26-9/1 カットかぼちゃ(新潟県産 佐伯さん他) 8/26-9/1 ふぞろい梨(幸水 奈良県産 水本さん他) 8/26-9/1
九州麦豚 8/26-9/1 とうもろこし(長野県産 井出さん他) 8/26-9/1 梨(幸水 長野県産) 8/26-9/1
極立つ旨味 徳島神山鶏 8/26-9/1 グリーンマロー(サラダかぼちゃ 長野県産) 8/26-9/1 洋梨(スタークリムソン 長野県産) 8/26-9/1
宮崎日南鶏 8/26-9/1 黒頭巾枝豆(大分県産 松原さん他) 8/26-9/1 ちょっと小さめ 九州産コク旨〆さば（2枚パック） 8/26-9/1
海のソーセージ 8/26-9/1 こどもピーマン(大分県産) 8/26-9/1 【とれピチ】ほんのり甘い 九州産真あじのお刺身 8/26-9/1
ふっくら食感 知床若鶏 8/26-9/1 有機栽培米なす(山梨県産) 8/26-9/1 【とれピチ】しっとり おいしい真たらの切り身 8/26-9/1
グリーンマーク 無塩せきベーコン 8/26-9/1 きゅうり(熊本県産 飯星さん他) 8/26-9/1 【とれピチ】丸ごとおいしいきびなご 8/26-9/1
グリーンマーク 国産スモークレバー 8/26-9/1 ぼっちゃんかぼちゃ（千葉県産） 8/26-9/1 下処理済でお手軽 広島産小いわし 8/26-9/1
グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 8/26-9/1 こどもピーマン(千葉県産 佐瀬さん他) 8/26-9/1 【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり真だら一口カッ 8/26-9/1
グリーンマーク ミートボール 8/26-9/1 きゅうり（京都府産） 8/26-9/1 お刺身いか醤油漬け 8/26-9/1
カリフォルニアビーフ 8/26-9/1 かぼちゃ(1/4カット 奈良県産) 8/26-9/1 ＜使い切り＞フライパンで焼けるイカ焼き（カット） 8/26-9/1
おさかなソーセージ 8/26-9/1 きゅうり(群馬県産 水野さん他) 8/26-9/1 隠し包丁入り やわらか肉厚カットいか 8/26-9/1
【無料モニター】MORNING WATER 島根の軟水 8/26-9/1 ズッキーニ(長野県産 菊池さん他) 8/26-9/1 長崎県産 ヤリイカ輪切り（ゲソ入り） 8/26-9/1
【無料モニター】Ｏｉｗａｔｅｒ　道志村 1袋 8/26-9/1 とうもろこし(長野県産 菊池さん他) 8/26-9/1 釜揚げしらす ツインパック 8/26-9/1
Vegeel 8/26-9/1 万願寺とうがらし(京都府産 中川さん他) 8/26-9/1 ふんわり食感 かに風味かまぼこ 8/26-9/1
カナダの天然氷河水 2L 8/26-9/1 伏見とうがらし(京都府産 中川さん他) 8/26-9/1 【とれピチ】旨み歯ごたえしっかり 生海苔の佃煮 8/26-9/1
有機栽培モロヘイヤ(茨城県産) 8/26-9/1 ピーマン(京都府産 中川さん他) 8/26-9/1 歯ごたえしっかり 九州の塩蔵わかめ 8/26-9/1
篠崎さんの有機栽培小松菜（千葉県産） 8/26-9/1 ふぞろいぼっちゃんかぼちゃ(長崎県産 渡部さん他8/26-9/1 【とれピチ】愛媛佐田岬の天然塩蔵わかめ 8/26-9/1
ミニキャベツ(青森県産 米内口さん他) 8/26-9/1 ふぞろいトロなす(白なす 千葉県産) 8/26-9/1 「くまモン」フィルム入り　有明産おにぎりのり 8/26-9/1
高原チンゲンサイ（長野県産） 8/26-9/1 汐なす（熊本県産） 8/26-9/1 サラダにぴったり 北海道産茎わかめ（スライス） 8/26-9/1
高原レタス（長野県産） 8/26-9/1 ふぞろい汐なす(熊本県産） 8/26-9/1 ぷりっと食感 広島産殻付かきグラタン 8/26-9/1
ブロッコリー(北海道産 大崎さん他) 8/26-9/1 ズッキーニ(北海道産 松井さん他) 8/26-9/1 びわ湖産 小鮎のほろにが唐揚げ 8/26-9/1
サニーレタス（長野県産） 8/26-9/1 ピーナッツもやし（佐賀県産） 8/26-9/1 身味が濃い 紅鮭スモークサーモン 8/26-9/1
キャベツ(長野県産 井出さん他) 8/26-9/1 子大豆もやし（長野県産） 8/26-9/1 パスタに便利 キングサーモンハラス切り落しスモー8/26-9/1
ミニ白菜(長野県産 川上さん他) 8/26-9/1 豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 8/26-9/1 海苔屋さんがつくったふりかけ（カツオ） 8/26-9/1
キャベツ(長野県産 井澤さん他) 8/26-9/1 国産発芽ビーンズ（岐阜県産） 8/26-9/1 海苔屋さんがつくったふりかけ（海老） 8/26-9/1
セロリ(長野県産 井澤さん) 8/26-9/1 豆苗（岐阜県産） 8/26-9/1 鳴門金時 大学ポテト 8/26-9/1
カットセロリ(長野県産 井澤さん) 8/26-9/1 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 8/26-9/1 口どけさっぱり 北海道大納言と生クリームのどら焼8/26-9/1
有機栽培ほうれん草（千葉県産 篠崎さん他） 8/26-9/1 にんじん(青森県産 米内口さん他) 8/26-9/1 マイスムージー ブルーベリー（濃縮果汁還元） 8/26-9/1
アスパラガス（長野県産） 8/26-9/1 ふぞろいミニにんじん(青森県産 米内口さん他) 8/26-9/1 マイスムージー ザクロ（濃縮果汁還元） 8/26-9/1
チンゲンサイ（茨城県産 関さん他） 8/26-9/1 大根（青森県産） 8/26-9/1 マイスムージー アサイー（濃縮果汁還元） 8/26-9/1
レタス（群馬県産 高橋さん他） 8/26-9/1 かぶ(青森県産) 8/26-9/1 マイスムージー ラズベリー（濃縮果汁還元） 8/26-9/1
キャベツ(群馬県産) 8/26-9/1 さつまいも(千葉県産 加瀬さん他) 8/26-9/1 マイスムージー マンゴー（濃縮果汁還元） 8/26-9/1
リーフレタス（長野県産） 8/26-9/1 ごぼう（宮崎県産　長友さん他） 8/26-9/1 マイスムージー ストロベリー（濃縮果汁還元） 8/26-9/1
ブロッコリー(長野県産 菊池さん他) 8/26-9/1 高原こかぶ（長野県産） 8/26-9/1 はちみつりんご酢♪＋Fe 3本 8/26-9/1
サニーレタス（群馬県産） 8/26-9/1 ミニ大根(長野県産 井澤さん他) 8/26-9/1 アサイーエナジー（オリジナル） 720g 8/26-9/1
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