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桜たまご 9/9-9/15 サニーレタス（長野県産） 9/9-9/15 グリーンハウスみかん(熊本県産) 9/9-9/15
うずらの卵 9/9-9/15 キャベツ(長野県産 井出さん他) 9/9-9/15 有機栽培小松菜（佐賀県産） 9/9-9/15
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 9/9-9/15 パスタうり(錦糸瓜 長野県産) 9/9-9/15 小松菜（奈良県産　松本さん他） 9/9-9/15
たまご 9/9-9/15 さしみなす(有機栽培水なす 山梨県産) 9/9-9/15 有機栽培米なす(群馬県産) 9/9-9/15
濃厚な新鮮たまご 9/9-9/15 ミニ白菜(長野県産 川上さん他) 9/9-9/15 三豊なす(香川県産 藤原さん他) 9/9-9/15
平飼い有精卵 9/9-9/15 キャベツ(長野県産 井澤さん他) 9/9-9/15 セロリ(青森県産 成田さん他) 9/9-9/15
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 9/9-9/15 セロリ(長野県産 井澤さん) 9/9-9/15 セロリ(青森県産 成田さん他) 9/9-9/15
若鶏のたまご 9/9-9/15 カットセロリ(長野県産 井澤さん) 9/9-9/15 ほうれん草(長野県産 菊池さん他) 9/9-9/15
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 9/9-9/15 きゅうり（千葉県産） 9/9-9/15 しょうが（熊本県産　吉岡さん他） 9/9-9/15
葉酸たまご 9/9-9/15 アスパラガス（長野県産） 9/9-9/15 ズッキーニ(北海道産 松井さん他) 9/9-9/15
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 9/9-9/15 チンゲンサイ（茨城県産 関さん他） 9/9-9/15 爆裂コーン(長崎県産) 9/9-9/15
深部さんのたまご 9/9-9/15 ニラ（福岡県産） 9/9-9/15 ほうれん草（熊本県産　福島さん他） 9/9-9/15
北海道根釧地区 milk(ミルク) 9/9-9/15 いんげん(山梨県産 竹内さん他) 9/9-9/15 大玉梨(1玉 二十世紀 長野県産 宮沢さん他) 9/9-9/15
木次パスチャライズ牛乳 9/9-9/15 ジュエルぶどう(種無し巨峰 山梨県産 伊東さん他9/9-9/15 ミニ白菜(群馬県産 加藤 昇さん他) 9/9-9/15
丹那 生クリーム 9/9-9/15 アボカド（メキシコ産 ミゲイルさん他） 9/9-9/15 国産発芽ビーンズ（岐阜県産） 9/9-9/15
中沢 フレッシュクリーム 9/9-9/15 きゅうり(和歌山県または奈良県産 児玉さん他) 9/9-9/15 豆苗（岐阜県産） 9/9-9/15
飛騨高原milk（ミルク） 9/9-9/15 カップ赤ぶどう(長野県産 鈴木さん他) 9/9-9/15 ハイランドバナナ(フィリピン産) 9/9-9/15
白水舎 宮崎平野の牛乳 9/9-9/15 ミニ白菜(長野県産 井澤さん他) 9/9-9/15 京水菜（京都府産　二ノ倉さん他） 9/9-9/15
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 9/9-9/15 カラーピーマン（熊本県産) 9/9-9/15 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 9/9-9/15
ノンホモジャージーヨーグルト 9/9-9/15 バナナ（エクアドル産） 9/9-9/15 丹沢フリルレタス（神奈川県） 9/9-9/15
那須のむヨーグルト 9/9-9/15 なす（奈良県産） 9/9-9/15 ニラ（熊本県産　小原さん他） 9/9-9/15
たべるデンマークヨーグルト 9/9-9/15 グレープフルーツ（クリスタル カリフォルニア産） 9/9-9/15 大葉（宮崎県産 野中さん他） 9/9-9/15
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 9/9-9/15 レタス（群馬県産 高橋さん他） 9/9-9/15 ベビーリーフ（熊本県産　小原さん他） 9/9-9/15
【無糖】蒜山ジャージープレーンヨーグルト 9/9-9/15 ピーナッツもやし（佐賀県産） 9/9-9/15 有機栽培小松菜（島根県産　佐々木さん他） 9/9-9/15
湯田 プロバイオティクスヨーグルト 9/9-9/15 かぼっコリー（大分県産） 9/9-9/15 有機栽培水菜（島根県産） 9/9-9/15
【無糖】 木次プレーンヨーグルト 9/9-9/15 キャベツ(群馬県産) 9/9-9/15 有機栽培ミニチンゲンサイ（島根県産） 9/9-9/15
福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 9/9-9/15 子大豆もやし（長野県産） 9/9-9/15 ほうれん草（長野県産　本多さん他） 9/9-9/15
旨み熟成 さば切身 9/9-9/15 ブロッコリー(長野県産 菊池さん他) 9/9-9/15 パセリ(熊本県産) 9/9-9/15
旨み熟成 赤魚切身 9/9-9/15 信州白土ねぎ（下仁田ねぎ 長野県産) 9/9-9/15 プチグリーン(はるみ 愛媛県産) 9/9-9/15
旨み熟成 シマホッケ半身 9/9-9/15 汐ねぎ(石川県産) 9/9-9/15 ぶどう(ピオーネ 山梨県産 向山さん他) 9/9-9/15
旨み熟成 オホーツク天然サーモン切身 9/9-9/15 サニーレタス（群馬県産） 9/9-9/15 ぶどう(巨峰 福岡県産 石井さん他) 9/9-9/15
旨み熟成 秋鮭の切身 9/9-9/15 パプリカ（赤　宮城県産） 9/9-9/15 ぶどう(甲斐路 山梨県産 伊東さん他) 9/9-9/15
釜揚げしらす 9/9-9/15 パプリカ（黄　宮城県産） 9/9-9/15 ぼっちゃんかぼちゃ（千葉県産） 9/9-9/15
宍道湖産冷凍しじみ 9/9-9/15 水菜（奈良県産　出口さん他） 9/9-9/15 みつトマト(千葉県産) 9/9-9/15
北海道ポーク 9/9-9/15 アスパラガス（奈良県産　松下さん他） 9/9-9/15 ミディトマト（シンディスィート　徳島県産） 9/9-9/15
脂さっぱりラテン豚 9/9-9/15 なす(岩手県産 寺館さん他) 9/9-9/15 ミディトマト(北海道産) 9/9-9/15
九州麦豚 9/9-9/15 シークヮーサー(沖縄県産 渡嘉敷さん他) 9/9-9/15 ミニとうがん(長崎県産 栗原さん他) 9/9-9/15
濃密な味わい 越前白山鶏 9/9-9/15 有機栽培ツウサイ（茨城県産） 9/9-9/15 ミニトマト(アイコ 群馬県産) 9/9-9/15
極立つ旨味 徳島神山鶏 9/9-9/15 豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 9/9-9/15 ミニトマト(アイコ 高知県産) 9/9-9/15
宮崎日南鶏 9/9-9/15 パプリカ（赤 大分県産） 9/9-9/15 ミニトマト(アイコ 北海道産 吉田さん他) 9/9-9/15
ふっくら食感 知床若鶏 9/9-9/15 パプリカ（赤　大分県産） 9/9-9/15 ミニトマト(アイコ 北海道産 西澤さん他) 9/9-9/15
ふっくら食感 知床若鶏 レバー 9/9-9/15 ピーマン（宮崎県産 近藤さん他) 9/9-9/15 ミニトマト(トマトベリー 北海道産) 9/9-9/15
佐賀赤鶏 9/9-9/15 有機栽培小松菜（島根県産 竹岡さん他） 9/9-9/15 ミニトマト(ネネ 北海道産) 9/9-9/15
蒜山ジャージー牛肉 9/9-9/15 四万十の生姜(高知県産) 9/9-9/15 ミニトマト(宮崎県産 野中さん他) 9/9-9/15
北海道産 谷口さん旨牛 9/9-9/15 有機ベビーリーフ（熊本県産 林さん他） 9/9-9/15 ミニトマト(熊本県産 吉水さん他) 9/9-9/15
カリフォルニアビーフ小腸 9/9-9/15 キャベツ(熊本県産 藤永さん他) 9/9-9/15 ミニトマト(北海道産 山下さん他) 9/9-9/15
カリフォルニアビーフ 9/9-9/15 なす(香川県産 原さん他) 9/9-9/15 ミニトマト(恋まる 北海道産 高田さん他) 9/9-9/15
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 9/9-9/15 キャベツ(熊本県産 西岡さん他) 9/9-9/15 ミニパプリカ(青森県産 岩間さん他) 9/9-9/15
みんさんのオイキムチ 9/9-9/15 みょうが(高知県産) 9/9-9/15 みんなで選んだトマト(北海道産 吉田さん他) 9/9-9/15
みんさんのカクテキ 9/9-9/15 なす(徳島県産 平岡さん他) 9/9-9/15 みんなで選んだトマト(北海道産 佐伯さん他) 9/9-9/15
みんさんのチャンジャ 9/9-9/15 葉ねぎ(香川県産 原さん他) 9/9-9/15 ヤングココナッツ(タイ産) 9/9-9/15
【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 9/9-9/15 ニラ(熊本県産 津田さん他) 9/9-9/15 りんご(1玉 つがる 長野県 平栗さん他) 9/9-9/15
【小粒】本味納豆 2P 9/9-9/15 ピーマン(千葉県産 斉藤さん他) 9/9-9/15 りんご(サンつがる 青森県産 花田さん他) 9/9-9/15
【中粒】むかしながらの納豆 3P 9/9-9/15 なす(奈良県産 櫻井さん他) 9/9-9/15 りんご(つがる 長野県 中村さん他) 9/9-9/15
【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 9/9-9/15 ピーマン(熊本県産 藤岡さん他) 9/9-9/15 りんご(未希ライフ 青森県産 花田さん他) 9/9-9/15
【極小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 9/9-9/15 ベビーリーフ(島根県産) 9/9-9/15 丸おくら(徳島県産) 9/9-9/15
【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 9/9-9/15 きゅうり(愛媛県産 栢森さん他) 9/9-9/15 丸おくら(福岡県産 坂井さん他) 9/9-9/15
【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 9/9-9/15 トマト(岐阜県産) 9/9-9/15 極生プルーン(北海道産 漆原さん他) 9/9-9/15
【中粒】国産わら納豆 9/9-9/15 かぼっコリー(北海道産 篠田さん他) 9/9-9/15 高糖度トマト(北海道産 岡田さん他) 9/9-9/15



【小粒】　黒豆納豆2P 9/9-9/15 なす(京都府産 山本さん他) 9/9-9/15 坂本さんのなす(栃木県産) 9/9-9/15
ふっくらやわらか ひきわり納豆 9/9-9/15 きゅうり(熊本県産 田中さん他) 9/9-9/15 三豊なす（香川県産 藤原さん他） 9/9-9/15
【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 9/9-9/15 ネクタリン(長野県産 大島さん他) 9/9-9/15 枝豆（山形県産 高橋さん他） 9/9-9/15
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 9/9-9/15 グリーンマロー(サラダかぼちゃ 長野県産) 9/9-9/15 汐なす（熊本県産） 9/9-9/15
【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 9/9-9/15 かぼす(大分県産 添田さん他) 9/9-9/15 小玉りんご(1玉 つがる 長野県 平栗さん他) 9/9-9/15
【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 9/9-9/15 こどもピーマン(熊本県産) 9/9-9/15 小玉栗坊かぼちゃ(長崎県産 長谷川さん他) 9/9-9/15
しろうさぎの豆乳 9/9-9/15 奄美しょうが(鹿児島県産 市来さん他) 9/9-9/15 小玉洋梨(オーロラ 長野県産) 9/9-9/15
きざみ揚げ （凍） 9/9-9/15 サラノバレタス(福岡県産) 9/9-9/15 小布施丸なす(長野県産) 9/9-9/15
味付いなりあげ 9/9-9/15 なす(京都府産 中谷さん他) 9/9-9/15
【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 やわら9/9-9/15 小玉にんにく(熊本県産 岡村さん他) 9/9-9/15
手づくりやさん 石臼挽き油揚げ 9/9-9/15 ハウスレモン(熊本県産 中田さん他) 9/9-9/15
ふっくら油揚（2枚） 9/9-9/15 きゅうり(熊本県産 飯星さん他) 9/9-9/15
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳9/9-9/15 白菜(長野県産 油井さん他) 9/9-9/15
【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 9/9-9/15 きゅうり(熊本県産 山内さん他) 9/9-9/15
【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆9/9-9/15 にんにく（青森県産 松林さん他） 9/9-9/15
【木綿】水切り不要！お料理用豆腐 9/9-9/15 にんにく(青森県産 松林さん他) 9/9-9/15
たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 9/9-9/15 梨(豊水 奈良県産 水本さん他) 9/9-9/15
【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P9/9-9/15 大玉梨(二十世紀 奈良県産 坂本さん他) 9/9-9/15
無添加ベーコン 9/9-9/15 梨(二十世紀 奈良県産 坂本さん他) 9/9-9/15
国産豚のロースハム 9/9-9/15 りんご1玉(きおう 青森県産) 9/9-9/15
国産豚のあらびきウインナー 9/9-9/15 りんご2玉(きおう 青森県産) 9/9-9/15
グリーンマーク 無塩せきベーコン 9/9-9/15 白いサラダたまねぎ(真白 北海道産) 9/9-9/15
グリーンマーク 国産スモークレバー 9/9-9/15 梨(2玉 二十世紀 長野県産 宮沢さん他) 9/9-9/15
グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 9/9-9/15 洋梨(オーロラ 長野県産) 9/9-9/15
【無料モニター】MORNING WATER 島根の軟水 9/9-9/15 小玉洋梨(オーロラ 長野県産) 9/9-9/15
【無料モニター】Ｏｉｗａｔｅｒ　道志村 1袋 9/9-9/15 洋梨(マルゲリットマリラ 長野県産) 9/9-9/15
Vegeel 9/9-9/15 梨(豊水 長野県 三ツ石さん他) 9/9-9/15
カナダの天然氷河水 2L 9/9-9/15 梨(なつしずく 長野県 宮沢さん他) 9/9-9/15
おさかなソーセージ 9/9-9/15 枝豆(山形県産 高橋さん他) 9/9-9/15
ぶどう(甲斐路 山梨県産 伊東さん他) 9/9-9/15 パスタうり(450ｇ　石川県産） 9/9-9/15
ぶどう(甲斐路小パック 山梨県産 伊東さん他) 9/9-9/15 パスタうり(350ｇ　和歌山県産） 9/9-9/15
カラーピーマン(熊本県産) 9/9-9/15 パスタうり(350ｇ　石川県産　前田さん他） 9/9-9/15
信州白土ねぎ(下仁田ねぎ 長野県産) 9/9-9/15 パスタうり(350ｇ　熊本県産） 9/9-9/15
プチグリーン(はるみ 愛媛県産) 9/9-9/15 ゴーヤ（宮崎県産　井出さん他） 9/9-9/15
小ねぎ（千葉県産 堀澄さん他 9/9-9/15 チンゲンサイ（熊本県産） 9/9-9/15
有機栽培モロヘイヤ(茨城県産) 9/9-9/15 小松菜（熊本県産　吉田さん他） 9/9-9/15
ジューシーきゅうり（福島県産） 9/9-9/15 アボカド（メキシコ産） 9/9-9/15
篠崎さんの有機栽培小松菜（千葉県産） 9/9-9/15 フラワー白菜（千葉県産） 9/9-9/15
トロなす(白なす 千葉県産) 9/9-9/15 大きめ小松菜（群馬県産） 9/9-9/15
とうもろこし(北海道 黒木さん他) 9/9-9/15 こどもピーマン(千葉県産 佐瀬さん他) 9/9-9/15
ピーマン(青森県産) 9/9-9/15 きゅうり（京都府産） 9/9-9/15
パイナップル（フィリピン産） 9/9-9/15 キャベツ(長野県産 菊池さん他) 9/9-9/15
長ねぎ（千葉県産） 9/9-9/15 アスパラガス（熊本県産 今村さん他） 9/9-9/15
長ねぎ（千葉県産 小パック） 9/9-9/15 レタス（長野県産　川上さん他） 9/9-9/15
ズッキーニ(青森県産) 9/9-9/15 トマト(400g 北海道産 渡辺さん他) 9/9-9/15
おくら（香川県産） 9/9-9/15 小松菜（徳島県産　弘田さん他） 9/9-9/15
とうもろこし(ピュアホワイト 北海道 黒木さん他) 9/9-9/15 トマト(北海道産 堀さん他) 9/9-9/15
高原チンゲンサイ（長野県産） 9/9-9/15 キウイフルーツ(神奈川県産) 9/9-9/15
高原レタス（長野県産） 9/9-9/15 バジル(群馬県産) 9/9-9/15
ピーマン(岩手県産 または 秋田県産) 9/9-9/15 ズッキーニ(長野県産 菊池さん他) 9/9-9/15
なつこみかん(熊本県産 上野さん他) 9/9-9/15 とうもろこし(長野県産 菊池さん他) 9/9-9/15
ブロッコリー(北海道産 大崎さん他) 9/9-9/15 ピーマン(京都府産 中川さん他) 9/9-9/15
いんげん(群馬県産 岩田さん他) 9/9-9/15 長ねぎ(山形県産) 9/9-9/15
おくら(熊本県産) 9/9-9/15 高原ほうれん草(長野県産 吉澤さん他) 9/9-9/15
生らっかせい(千葉県産) 9/9-9/15 カンパリトマト(ミディトマト 北海道産) 9/9-9/15
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