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ノンホモジャージーヨーグルト 10/07-10/13 コロンブスの茶卵（ちゃまご） 10/07-10/13 【とれピチ】柔らかヤナギダコの半生刺身 10/07-10/13
那須のむヨーグルト 10/07-10/13 お弁当用まるごと魚バーグ 10/07-10/13 【とれピチ】柔らかヤナギダコの足先 10/07-10/13
隠岐國・海士の塩 10/07-10/13 海のソーセージ 10/07-10/13 こっくりまろやか 紅ずわいのカニグラタン 10/07-10/13
オーガニック餃子の皮 10/07-10/13 若鶏のたまご 10/07-10/13 ネギマ鍋に便利 マグロの尾肉 10/07-10/13
グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 10/07-10/13 [無糖]プロバイオティクス菌LAFTI L10那須ヨーグ 10/07-10/13 背ワタ取り済 下処理いらずでぷりぷりエビ（殻付）10/07-10/13
てんさい糖の氷砂糖 10/07-10/13 湯田の濃厚ふるふる黒ごまババロア 10/07-10/13 ふっくら食感 知床若鶏 10/07-10/13
てんさいグラニュー糖 10/07-10/13 ハプスブルク家ゆかりの塩 ソルトフラワー布袋入 10/07-10/13 隠し包丁入り やわらか肉厚カットいか 10/07-10/13
グリーンマーク 国産スモークレバー 10/07-10/13 ハプスブルク家ゆかりの塩 トラディショナルソルト 10/07-10/13 【とれぴち】九州産ぶり　甘ピリ辛醤油味の漬け 10/07-10/13
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 10/07-10/13 グリーンマーク あらびきポークウインナー 10/07-10/13 佐賀赤鶏 10/07-10/13
【小粒】本味納豆 2P 10/07-10/13 グリーンマーク 皮なしミニウインナー 10/07-10/13 【九州麦豚】野菜炒め用バラ 10/07-10/13
【低脂肪】 よつ葉 特選 北海道十勝低脂肪牛乳(110/07-10/13 グリーンマーク ほそびきポークウインナー 10/07-10/13 北海道産さんまのレモンじめ 10/07-10/13
北海道根釧地区 milk(ミルク) 10/07-10/13 【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 10/07-10/13 九州対馬産 旨味のつまった 塩サバフィレ 10/07-10/13
パタゴニア・ソルト ファイン（細粒） 10/07-10/13 よつ葉 北海道十勝100 チェダーチーズ 10/07-10/13 長崎県産 ヤリイカ輪切り（ゲソ入り） 10/07-10/13
土田さんのもりもり温泉たまご（3個） 10/07-10/13 よつ葉 北海道十勝100 ゴーダチーズ 10/07-10/13 藻塩仕立て サワラの熟成切身 10/07-10/13
おさかなソーセージ 甘口カレー味 10/07-10/13 手づくりやさん 豆乳ドーナツ 10/07-10/13 濃密な味わい 越前白山鶏 ひき肉 10/07-10/13
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 10/07-10/13 国産豚の手作り焼きハンバーグ（クール） 10/07-10/13 ぷりっぷり食感 オホーツク産ほたて貝柱(小） 10/07-10/13
【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 10/07-10/13 赤糖 10/07-10/13 藻塩仕立て 銀鮭の熟成切身（2枚） 10/07-10/13
極立つ旨味 徳島神山鶏 10/07-10/13 黒砂糖 10/07-10/13 脂のりばつぐん カツオのハラス 10/07-10/13
屋久島 縄文水1500 10/07-10/13 生クリームたっぷり スイートポテトのカップデザー 10/07-10/13 脂のりばつぐん カツオのハラス 10/07-10/13
播州 赤穂のにがり塩 10/07-10/13 湯田 素材の味わいが楽しめる 田舎のプリン 10/07-10/13 ムニエル用に骨と皮を取りました！三陸銀鮭の切10/07-10/13
桜たまご 10/07-10/13 ふるふるとろける 濃厚こだわり極プリン 10/07-10/13 パエリア、パスタに 広島県産ムール貝（殻つき） 10/07-10/13
うずらの卵 10/07-10/13 ふるふるとろける 濃厚こだわり極チーズプリン 10/07-10/13 北海道産 さんまのお刺身(未カット) 10/07-10/13
無添加ベーコンブロック 10/07-10/13 よつ葉 北海道十勝100 厚切りチェダースライス(1 10/07-10/13 冷凍のままフライパンで10分 北海道さんまのフィー10/07-10/13
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 10/07-10/13 しっとりやわらか 長時間発酵食パン 10/07-10/13 漁師の沖めし　鯛 10/07-10/13
オーガニック黒糖 10/07-10/13 しっとり、旨みたっぷり これぞ本物の「ちくわ」 10/07-10/13 サクっと かきフライ 10/07-10/13
オーガニック純糖 10/07-10/13 福さつま揚げ（プレーン） 10/07-10/13
ねじれるカットスルメイカ ねじねじくん 10/07-10/13 そのままおかずにもう一品 ハタハタの南蛮漬 10/07-10/13
極生プルーン(北海道産 漆原さん他) 10/07-10/13 ホシノ天然酵母 フルーツ・ナッツ入りライ麦ブレッド10/07-10/13
梨（新高　茨城県産　生沼さん他） 10/07-10/13 飛騨高原milk（ミルク） 10/07-10/13
有機栽培キウイフルーツ（レインボーレッド愛媛県10/07-10/13 飛騨酪農のむヨーグルト 10/07-10/13
パイナップル（フィリピン産） 10/07-10/13 【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 10/07-10/13
栗じゃがいも（インカのめざめ 北海道産 山内さん10/07-10/13 生パスタ スパゲティ 10/07-10/13
有機栽培バナナ（ペルー産） 10/07-10/13 おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 10/07-10/13
アボカド（メキシコ産 ミゲイルさん他） 10/07-10/13 香りが違う！焙煎したて珈琲（マイルドブレンド：粉10/07-10/13
りんご（2玉 紅玉 長野県 中村さん他） 10/07-10/13 湯田のふるふるキャラメルプリン 10/07-10/13
【無糖】 木次プレーンヨーグルト 10/07-10/13 湯田のふるふるカフェオレプリン 10/07-10/13
たまご（10個） 10/07-10/13 葉酸たまご 10/07-10/13
バナナ（エクアドル産） 10/07-10/13 パン屋さんのおいしいマーガリン 10/07-10/13
有機栽培キウイフルーツ（ニュージーランド産） 10/07-10/13 宮崎日南鶏 ムネ 10/07-10/13
ピーナッツもやし（佐賀県産） 10/07-10/13 マウンテンスプリングウォーター 1.5L 10/07-10/13
子大豆もやし（長野県産） 10/07-10/13 スライスナチュラルチーズ とろけるモッツァレラ 10/07-10/13
沖縄の雪塩 10/07-10/13 ふっくらやわらか ひきわり納豆 10/07-10/13
プチグリーン(はるみ 愛媛県産) 10/07-10/13 北海道ポーク　切り落とし（クール） 10/07-10/13
小玉りんご(1玉 つがる 長野県 平栗さん他) 10/07-10/13 食感と味しみ抜群 至福のおでん 10/07-10/13
小玉梨(2玉南水 長野県産 大野さん他） 10/07-10/13 骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（ごぼう） 10/07-10/13
おさかなソーセージ 10/07-10/13 旨み熟成 秋鮭の切身 10/07-10/13
木次パスチャライズ牛乳（1Ｌ） 10/07-10/13 こめや 野菜揚げ（ごぼう、にんじん、玉ねぎ） 10/07-10/13
グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 10/07-10/13 しっとり 優しい甘さのおやつカステラ 10/07-10/13
シークヮーサー(沖縄県産 渡嘉敷さん他) 10/07-10/13 5種の野菜を使った国産若鶏のつくね 10/07-10/13
丹波黒豆入りどら焼き 10/07-10/13 【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P10/07-10/13
豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 10/07-10/13 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 10/07-10/13
奄美バナナ(鹿児島県産) 10/07-10/13 福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 10/07-10/13
ベビーリーフ(島根県産) 10/07-10/13 深部さんのたまご 10/07-10/13
いんげん(山梨県産 清水さん他) 10/07-10/13 福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 10/07-10/13
みつトマト(千葉県産) 10/07-10/13 そのままおかずにもう一品 さばの雪見おろし 10/07-10/13
サラノバレタス(福岡県産) 10/07-10/13 そのままおかずにもう一品 さわらの雪見おろし 10/07-10/13
ハウスレモン(熊本県産 中田さん他) 10/07-10/13 そのままおかずにもう一品 秋鮭の雪見おろし 10/07-10/13
りんご(つがる 長野県 中村さん他) 10/07-10/13 豆乳入り　こんにゃく麺 10/07-10/13
大玉りんご(つがる 長野県 中村さん他) 10/07-10/13 そのままおかずにもう一品 境港産まいわしの南蛮10/07-10/13



梨(2玉 二十世紀 長野県産 宮沢さん他) 10/07-10/13 濃密な味わい 越前白山鶏 ひき肉 10/07-10/13
洋梨(マルゲリットマリラ 長野県産) 10/07-10/13 野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 10/07-10/13
極早生みかん(熊本県 牛島さん他) 10/07-10/13 釜揚げしらす ツインパック 10/07-10/13
梨(新高 福岡県産 平田さん他) 10/07-10/13 【辛旨】野菜の旨みがつまった発酵韓国キムチ 10/07-10/13
フリルアイスレタス(徳島県産) 10/07-10/13 みんさんのオイキムチ 10/07-10/13
たねなし柿(和歌山県産 西野さん他) 10/07-10/13 みんさんのカクテキ 10/07-10/13
梨（南水 長野県産 大野さん他） 10/07-10/13 野菜を食べる 塩焼きそば 10/07-10/13
梨（南水 長野県産 大野さん他） 10/07-10/13 万能キムチ調味料 キムジャンミニ 150g 10/07-10/13
トマト(長野県産 後藤さん他) 10/07-10/13 カナダの天然氷河水 2L 10/07-10/13
りんご（2玉 シナノスイート 長野県産） 10/07-10/13 こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 10/07-10/13
ぼっちゃんかぼちゃ（奈良県産　野瀬さん他） 10/07-10/13 ふるふるとろける 濃厚こだわり極キャラメルプリン10/07-10/13
小粒極早生みかん（熊本県産　平野さん他） 10/07-10/13 湯せんで簡単料亭の味 サバの煮つけ 10/07-10/13
小玉りんご（あかね　北海道産　古川さん他） 10/07-10/13 湯せんで簡単料亭の味 カレイの煮つけ 10/07-10/13
玉ねぎ（さらさらレッド　北海道産） 10/07-10/13 食べごたえのある はんぺん 10/07-10/13
かぶ(茨城県産 岡野さん他) 10/07-10/13 煮物専用 ぼたんちくわ 10/07-10/13
アボカド（メキシコ産） 10/07-10/13 デコポンゼリー 10/07-10/13
キウイフルーツ(神奈川県産) 10/07-10/13 芋けんぴ 10/07-10/13
小松菜（奈良県産　松本さん他） 10/07-10/13 献立セット（白山鶏と根菜のゴロゴロ中華煮） 10/07-10/13
汐なす（熊本県産） 10/07-10/13 献立セット(松嶋シェフ アレンジ自在のミートソース10/07-10/13
りんご(1玉 つがる 長野県 平栗さん他) 10/07-10/13 献立セット（彩り野菜と豚のしょうが照り煮） 10/07-10/13
ほうれん草（熊本県産　福島さん他） 10/07-10/13 麦いかゲソ切り出し（バラ凍結） 10/07-10/13
大玉梨(1玉 二十世紀 長野県産 宮沢さん他) 10/07-10/13 プチプチ食感 博多辛子明太子（切れ子・冷凍） 10/07-10/13
国産レモン(和歌山県産 中山さん他) 10/07-10/13 プチプチ食感 無着色たらこ（切れ子・冷凍） 10/07-10/13
極早生有田みかん(和歌山県 生駒さん他) 10/07-10/13 天然むきエビ 10/07-10/13
極早生みかん(三重県産 上ミ地さん他) 10/07-10/13 お刺身いか醤油漬け 10/07-10/13
豆苗（岐阜県産） 10/07-10/13 【とれピチ】包丁いらず ふっくら真あじのフィーレ 10/07-10/13
柿(平種無柿 奈良県産 稲田さん他) 10/07-10/13 ひとくちサイズ 焼くだけ秋鮭（甘塩） 10/07-10/13
ハイランドバナナ(フィリピン産) 10/07-10/13 湯田 濃厚チョコブリュレ（2個入り） 10/07-10/13
極早生みかん（長崎県産　田添さん他） 10/07-10/13 [とれピチ]深川さん目利き 真鯛刺身のたっぷりフィ10/07-10/13
梨（あきづき　長野県産　寺沢さん他） 10/07-10/13 【とれピチ】しっとり おいしい真たらの切り身 10/07-10/13
小玉梨（2玉　あきづき　長野県産　寺沢さん他） 10/07-10/13 便利な2回分 宍道湖産冷凍しじみ 10/07-10/13
大玉柿(たねなし柿　和歌山県産　西野さん他) 10/07-10/13 【とれピチ】脂がのったかんぱちお刺身 10/07-10/13
かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 10/07-10/13 【とれピチ】一本釣り ぶえん鰹のお刺身 10/07-10/13
丹沢フリルレタス（神奈川県） 10/07-10/13 【とれピチ】丸ごとおいしいきびなご 10/07-10/13
サクサク王子いんげん（千葉県産　佐瀬さん他） 10/07-10/13 ＜使い切り＞フライパンで焼けるイカ焼き（カット） 10/07-10/13
有機栽培水菜（島根県産） 10/07-10/13 下処理済でお手軽 広島産小いわし 10/07-10/13
ほうれん草（長野県産　本多さん他） 10/07-10/13 ちょっと小さめ 九州産コク旨〆さば（2枚パック） 10/07-10/13
国産豚のあらびきウインナー 10/07-10/13 【とれピチ】ほんのり甘い 九州産真あじのお刺身 10/07-10/13
国産豚のロースハムスライス 10/07-10/13 お手軽海鮮丼 鹿児島産かつお漬け 10/07-10/13
国産豚のバラベーコンスライス 10/07-10/13 【骨取り天然魚】ブリの切身 10/07-10/13
のむデンマークヨーグルト[特保] 10/07-10/13 【骨取り天然魚】秋鮭の切身 10/07-10/13
木次ナチュラルスナッカー（さけるチーズ） 10/07-10/13 【とれピチ】天然めばちマグロ（赤身/サク） 10/07-10/13
釜揚げしらす（ふぞろい） 10/07-10/13 【とれピチ】ふわっふわ食感 九州産真アジ 10/07-10/13
【きぬ】　手づくりやさん 石臼挽き豆腐 10/07-10/13 【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり真だら一口カッ 10/07-10/13
湯田牛乳寒天 10/07-10/13 出汁が濃厚 殻なしムール貝（小粒） 10/07-10/13
ふっくら油揚（2枚） 10/07-10/13 【とれピチ】九州産真鯛 おだしの効いた漬け 10/07-10/13
平飼い有精卵 10/07-10/13 【とれピチ】九州産真あじ 柚子風味の漬け 10/07-10/13
農家が漬けた白菜漬け 10/07-10/13 カリフォルニアビーフ 10/07-10/13
湯田 まぜてとろーりなめらかヨーグルト（低脂肪） 10/07-10/13 【とれピチ】脂のり抜群 どさん子さんま 10/07-10/13
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 10/07-10/13 北海道産 谷口さん旨牛 10/07-10/13
丹那 ほっぺがよろこぶ牛乳プリン 10/07-10/13 【とれピチ】活きのいいオス限定！味わい深い秋鮭10/07-10/13
やさしい味わい たまごプリン 10/07-10/13 【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり秋鮭一口カット 10/07-10/13
【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 10/07-10/13 丼ぶりやパスタに便利　プリプリ食感　湯引きウニ10/07-10/13
中沢 フレッシュクリーム45％ 200ml 10/07-10/13 小エビとイカのおいしいシーフードミックス 10/07-10/13
ちっちゃな温泉パン 10/07-10/13 脂さっぱりラテン豚  バラスライス(バラ凍) 10/07-10/13
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