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ピーマン(徳島県産 丸岡さん他) 12/1-12/8 ちぎり揚げがんも　10個入り 12/1-12/8 オレンジジュース(36本入り) 12/1-12/8
有機栽培春菊（島根県産　佐々木さん他） 12/1-12/8 豆腐屋が作った揚げ物セット（3種7品） 12/1-12/8 万能キムチ調味料 キムジャンミニ 150g 12/1-12/8
きゅうり(宮崎県産 日高さん他) 12/1-12/8 【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 12/1-12/8 重ねづけ黒糖　しっとりくるみ 12/1-12/8
KitOisix（白山鶏手羽元と大根の辛くない中華煮込12/1-12/8 【小粒】本味納豆 2P 12/1-12/8 やわらか食感 生芋玉こんにゃく 12/1-12/8
KitOisix（赤魚とたっぷり野菜のスープ） 12/1-12/8 【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 12/1-12/8 やわらか食感 生芋糸こんにゃく 12/1-12/8
KitOisix（白菜の麻婆豆腐） 12/1-12/8 【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 12/1-12/8 英字ビスケット 70g 12/1-12/8
いろんな料理に 長崎県産汐サバフィーレ（小サイ 12/1-12/8 【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 12/1-12/8 胚芽スティック 180g 12/1-12/8
産地限定 長崎県産あじ開き 12/1-12/8 【中粒】国産わら納豆 12/1-12/8 野菜スティック 120g 12/1-12/8
国産野菜を使ったエビグラタン 12/1-12/8 【小粒】　黒豆納豆2P 12/1-12/8 ひじきスティック 115g 12/1-12/8
国産野菜を使ったエビドリア 12/1-12/8 ふっくらやわらか ひきわり納豆 12/1-12/8 やわらか食感　生芋板こんにゃく 12/1-12/8
土田さんのもりもり温泉たまご（3個） 12/1-12/8 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 12/1-12/8 とろけるチーズ入り 魚沼健康豚のプチ生ハンバー12/1-12/8
桜たまご（10個） 12/1-12/8 【小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 12/1-12/8 天然むきエビ 12/1-12/8
うずらの卵（10個） 12/1-12/8 北海道産冷凍ミックスベジタブル 12/1-12/8 手間なし手作り粗挽きハンバーグのたね 大人用 12/1-12/8
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご（10個） 12/1-12/8 北海道産冷凍えだまめ 12/1-12/8 雪むろじゃがいものビーフコロッケ 12/1-12/8
たまご（10個） 12/1-12/8 北海道産 冷凍ブロッコリー 12/1-12/8 雪むろじゃがいもの野菜コロッケ 12/1-12/8
平飼い有精卵 12/1-12/8 北海道産 冷凍カリフラワー 12/1-12/8 雪むろじゃがいものカレーコロッケ 12/1-12/8
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 12/1-12/8 北海道産 冷凍いんげん 12/1-12/8 雪むろじゃがいもの玉ねぎコロッケ 12/1-12/8
若鶏のたまご（10個） 12/1-12/8 味付もずく 12/1-12/8 雪むろじゃがいものきんぴらコロッケ 12/1-12/8
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご（10個 12/1-12/8 味付もずく（ゆず風味） 12/1-12/8 【とれピチ】包丁いらず ふっくら真あじのフィーレ 12/1-12/8
葉酸たまご6個入り 12/1-12/8 湯田牛乳寒天 12/1-12/8 ひとくちサイズ 焼くだけ赤魚（甘塩） 12/1-12/8
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご（6個） 12/1-12/8 [旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬12/1-12/8 ひとくちサイズ 焼くだけ秋鮭（甘塩） 12/1-12/8
深部さんのたまご（10個） 12/1-12/8 農家が漬けた白菜漬け 12/1-12/8 [とれピチ]深川さん目利き 真鯛刺身のたっぷりフィ12/1-12/8
【低脂肪】 よつ葉 特選 北海道十勝低脂肪牛乳(112/1-12/8 アジの開き（クール） 12/1-12/8 【ご飯のおとも】たっぷりホタテ入りピリ辛味噌 12/1-12/8
北海道根釧地区 milk(ミルク) 12/1-12/8 釜揚げひじき 12/1-12/8 バタープレミアムデニッシュブレッド 12/1-12/8
木次パスチャライズ牛乳（1Ｌ） 12/1-12/8 国産豚の手作り焼きハンバーグ（クール） 12/1-12/8 もったいない とろけるミックスオーブンチーズ 12/1-12/8
【低温殺菌】 木次ノンホモ牛乳 12/1-12/8 湯田 素材の味わいが楽しめる 田舎のプリン 12/1-12/8 ジュノエスク プレーンベーグル3個 12/1-12/8
よつ葉 バター（加塩） 12/1-12/8 ふるふるとろける 濃厚こだわり極プリン 12/1-12/8 ジュノエスク 胚芽全粒粉ベーグル3個 12/1-12/8
よつ葉 バター（食塩不使用） 12/1-12/8 ふるふるとろける 濃厚こだわり極チーズプリン 12/1-12/8 金のさんま 12/1-12/8
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 12/1-12/8 よつ葉 北海道十勝100 厚切りチェダースライス(1 12/1-12/8 ジュノエスク　スイートベーグルアソートセット 12/1-12/8
中沢 フレッシュクリーム45％ 100ml 12/1-12/8 旨み熟成 さば切身 12/1-12/8 ピーチかぶ(千葉県産) 12/1-12/8
飛騨高原milk（ミルク） 12/1-12/8 じっくり西京漬け さば 12/1-12/8 鳴門金時(徳島県産) 12/1-12/8
パン屋さんのおいしいマーガリン 12/1-12/8 しっとり、旨みたっぷり これぞ本物の「ちくわ」 12/1-12/8 ミニやまいも（埼玉県産または群馬県産） 12/1-12/8
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 12/1-12/8 福さつま揚げ（プレーン） 12/1-12/8 三竹さんのあまっ娘完熟にんじん(愛知県産) 12/1-12/8
中沢 産地限定生クリームプレミアムフレッシュ 12/1-12/8 骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（ごぼう） 12/1-12/8 にんじん(青森県産 米内口さん他) 12/1-12/8
特選よつ葉無脂肪牛乳1L 12/1-12/8 よつ葉 北海道十勝100 3種のチーズ 12/1-12/8 三竹さんのあまっ娘完熟ミニ大根(愛知県産) 12/1-12/8
ノンホモジャージーヨーグルト 3P 12/1-12/8 オーガニックカレンズ 12/1-12/8 さつまいも(千葉県産 加瀬さん他) 12/1-12/8
那須のむヨーグルト 12/1-12/8 ふっくら丹波黒豆甘納豆 12/1-12/8 ごぼう（宮崎県産　長友さん他） 12/1-12/8
たべるデンマークヨーグルト[特保] 500g 12/1-12/8 王隠堂農園 梅醤番茶の素 12/1-12/8 栗じゃがいも（インカのめざめ 北海道産 山内さん12/1-12/8
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 12/1-12/8 アーモンドチョコタフィー 12/1-12/8 じゃがいも(とうや 北海道産 西川さん他) 12/1-12/8
のむデンマークヨーグルト[特保] 1L 12/1-12/8 手のし五家宝 12/1-12/8 玉ねぎ(北海道産 柴田さん他) 12/1-12/8
きすきヨーグルトカップ 2P 12/1-12/8 果実の楽園からの贈り物ワイルドマンゴージュース12/1-12/8 じゃがいも(男爵 北海道産 斉藤さん他) 12/1-12/8
湯田 まぜてとろーりなめらかヨーグルト3P（低脂肪12/1-12/8 どらいなっとう 12/1-12/8 にんじん(北海道産 瀬口さん他) 12/1-12/8
飛騨 ノンホモヨーグルト 3P 12/1-12/8 都松庵 和三盆糖入りなめらかプリン 12/1-12/8 小玉じゃがいも(とうや 北海道産 西川さん他) 12/1-12/8
[無糖]プロバイオティクス菌LAFTI L10那須ヨーグ 12/1-12/8 氷温熟成 おはぎ（ごま） 12/1-12/8 さつまいも(千葉県産 菅井さん他) 12/1-12/8
生クリームたっぷり スイートポテトのカップデザー 12/1-12/8 うまいん種 12/1-12/8 大根（千葉県産 塙さん他） 12/1-12/8
飛騨酪農のむヨーグルト 12/1-12/8 チップスさん 12/1-12/8 ミニ大根（徳島県産 吉本さん他） 12/1-12/8
福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 12/1-12/8 さつまくん 12/1-12/8 大根（群馬県産　芳野さん他） 12/1-12/8
【とれピチ】脂がのったかんぱちお刺身 12/1-12/8 いっこくのこだわり 白たき糸こんにゃく 12/1-12/8 にんじん(熊本県産 竹浦さん他) 12/1-12/8
【とれピチ】一本釣り ぶえん鰹のお刺身 12/1-12/8 黄金ごま菓子 12/1-12/8 里いも(宮崎県産) 12/1-12/8
【とれピチ】一本釣り 炭火焼かつおたたき 12/1-12/8 濃厚さっぱり 二層のわがままチーズケーキ 12/1-12/8 えびこいも(えび芋 京都府産) 12/1-12/8
【とれピチ】一本釣りかつおたたき（柚子風味） 12/1-12/8 よつ葉 北海道十勝100 クリームチーズ 12/1-12/8 里いも(熊本県産 後藤さん他) 12/1-12/8
ちょっと小さめ 九州産コク旨〆さば（2枚パック） 12/1-12/8 金時いもスティック 12/1-12/8 里いも(千葉県産 田中さん他) 12/1-12/8
【とれピチ】ほんのり甘い 九州産真あじのお刺身 12/1-12/8 金時いもチップス 12/1-12/8 じゃがいも(メークイン 北海道産 川村さん他) 12/1-12/8
お手軽海鮮丼 鹿児島産かつお漬け 12/1-12/8 おさかなソーセージ 甘口カレー味 12/1-12/8 種子島安納いも(鹿児島県産 村野さん他) 12/1-12/8
【とれピチ】天然めばちマグロ（赤身/サク） 12/1-12/8 胡麻かりんとう 12/1-12/8 甘一にんじん(千葉県産) 12/1-12/8
【とれピチ】天然めばちマグロ（中トロ/サク） 12/1-12/8 おとうふ屋さんのビスケット 12/1-12/8 切り落とし大根(熊本県産 渡辺さん他) 12/1-12/8
【とれピチ】天然めばちマグロ（赤身/ぶつ切用) 12/1-12/8 かぼちゃボーロ 12/1-12/8 にんじん(神奈川県産 山森さん他) 12/1-12/8
【とれピチ】天然びんちょうマグロ(赤身/ぶつ切用）12/1-12/8 おとうふ屋さんのえびフライ 12/1-12/8 玉ねぎ（さらさらレッド　北海道産） 12/1-12/8
天然めばちマグロ（たたき身/ネギトロ用） 12/1-12/8 オレンジジュース 12/1-12/8 じゃがいも(キタアカリ 北海道産) 12/1-12/8



【とれピチ】九州産真鯛 おだしの効いた漬け 12/1-12/8 赤ぶどうジュース 12/1-12/8 香りごぼう(千葉県産 木内さん他) 12/1-12/8
【とれピチ】九州産真あじ 柚子風味の漬け 12/1-12/8 氷温熟成 おはぎ（粒あん） 12/1-12/8 キャラメル玉ねぎ(北海道産 神田さん他) 12/1-12/8
【とれぴち】九州産ぶり　甘ピリ辛醤油味の漬け 12/1-12/8 氷温熟成 おはぎ（きな粉） 12/1-12/8 さつまいも(熊本県産 古庄さん他) 12/1-12/8
北海道産さんまのレモンじめ 12/1-12/8 豆寒天 12/1-12/8 じゃがいも(男爵 北海道産 黒木さん他) 12/1-12/8
北海道産 さんまのお刺身(未カット) 12/1-12/8 黒ごまきなこ寒天（2個セット） 12/1-12/8 じゃがいも(キタアカリ 北海道産 黒木さん他) 12/1-12/8
ねじれるカットスルメイカ ねじねじくん 12/1-12/8 素朴な香彩 福神漬け 12/1-12/8 汐見の赤土大根(静岡県産) 12/1-12/8
麦いかゲソ切り出し（バラ凍結） 12/1-12/8 純寒天みつまめ 12/1-12/8 岩国れんこん(220g 山口県産 志村さん他) 12/1-12/8
お刺身いか醤油漬け 12/1-12/8 しろうさぎの豆乳 12/1-12/8 れんこん(愛知県産 山田さん他) 12/1-12/8
＜使い切り＞フライパンで焼けるイカ焼き（カット） 12/1-12/8 雷神堂 手やきの里 おせんべい 12/1-12/8 じゃがいも食べ比べセット(北海道産) 12/1-12/8
【とれピチ】柔らかヤナギダコの足先 12/1-12/8 黒酢たまねぎドレッシング200ml 12/1-12/8 たまねぎ食べ比べセット(北海道産) 12/1-12/8
背ワタ取り済 下処理いらずでぷりぷりエビ（中） 12/1-12/8 無添加ベーコンブロック 12/1-12/8 大根（京都府産 岡嶋さん他） 12/1-12/8
隠し包丁入り やわらか肉厚カットいか 12/1-12/8 無添加ベーコンスライス 12/1-12/8 大根(熊本県産 渡辺さん他) 12/1-12/8
長崎県産 ヤリイカ輪切り（ゲソ入り） 12/1-12/8 かつおの粉だし 12/1-12/8 達也のにんじん(熊本県産 山品さん他) 12/1-12/8
釜揚げしらす ツインパック 12/1-12/8 味付いなりあげ 12/1-12/8 赤玉ねぎ(兵庫県産) 12/1-12/8
プチプチ食感 博多辛子明太子（切れ子・冷凍） 12/1-12/8 抹茶クリームロール 12/1-12/8 ミニにんじん(北海道産 瀬口さん他) 12/1-12/8
プチプチ食感 無着色たらこ（切れ子・冷凍） 12/1-12/8 天草生わかめ 12/1-12/8 有機栽培たまねぎ(大小玉込み 北海道産) 12/1-12/8
出汁が濃厚 殻なしムール貝（小粒） 12/1-12/8 高野山ごまとうふ 12/1-12/8 にんじん(新潟県産 飯塚さん他) 12/1-12/8
【とれピチ】旨み凝縮 ねっとり濃厚いくら醤油漬 12/1-12/8 福光 小雪 12/1-12/8 栗じゃがいも(インカのめざめ 北海道産 疋田さん他12/1-12/8
ぷりっぷり食感 オホーツク産ほたて貝柱(小） 12/1-12/8 クッキープレーン 12/1-12/8 さつまいも(千葉県産 木内さん他) 12/1-12/8
パエリア、パスタに 広島県産ムール貝（殻つき） 12/1-12/8 クッキーココア 12/1-12/8 ミニ大根(熊本県産 今村さん他) 12/1-12/8
神山鶏 モモ骨付き 12/1-12/8 無漂白 ドライフィリピンマンゴー 12/1-12/8 ミニ大根(長崎県産 栗原さん他) 12/1-12/8
濃密な味わい 越前白山鶏 モモ (クール) 12/1-12/8 割れ二度漬け醤油せんべい 12/1-12/8 にんじん(熊本県産 後藤さん他) 12/1-12/8
北海道ポーク 切り落とし（クール) 12/1-12/8 フランス・ペリゴール産くるみチョコ 12/1-12/8 ミニにんじん(熊本県産 後藤さん他) 12/1-12/8
【便利なカット済】ふっくら食感 知床若鶏 モモ 12/1-12/8 寒天と天然果汁のミニカップゼリー（みかん） 12/1-12/8 栗さつまいも(熊本県産) 12/1-12/8
脂さっぱりラテン豚  バラスライス(バラ凍) 12/1-12/8 寒天と天然果汁のミニカップゼリー（りんご） 12/1-12/8 かぶ（あやめゆき 熊本県産 後藤さん他） 12/1-12/8
佐賀赤鶏 モモ 12/1-12/8 アサイーエナジー（オリジナル） 12/1-12/8 お徳用有機栽培小玉玉ねぎ(北海道産) 12/1-12/8
【九州麦豚】冷しゃぶ用肩ロース（薄切り） 12/1-12/8 アーモンドフィッシュ 12/1-12/8 ウーハン(里芋 奈良県産 杉浦さん他) 12/1-12/8
カリフォルニアビーフ 切り落とし（肩ロース肉） 12/1-12/8 ブルート オレンジジュース（ストレート） 12/1-12/8 里いも(奈良県産 杉浦さん他) 12/1-12/8
北海道産 谷口さん旨牛 切り落とし 12/1-12/8 ブルート グレープフルーツジュース（ストレート） 12/1-12/8 栗さつまいも(鹿児島県産 飯尾さん他) 12/1-12/8
カリフォルニアビーフ牛タンスライス 12/1-12/8 ブルート アップルジュース（ストレート） 12/1-12/8
グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 12/1-12/8 アサイーソイブルーベリーミックス 12/1-12/8
おさかなソーセージ 12/1-12/8 香ばしローストカシュー 12/1-12/8
国産豚のつかいっきりミニポークウインナー 12/1-12/8 メープルシロップくるみ 12/1-12/8
海のソーセージ 12/1-12/8 塩キャラメルくるみ 12/1-12/8
グリーンマーク あらびきポークウインナー 12/1-12/8 こんなの待ってた 味がしみこむツイストこんにゃく 12/1-12/8
グリーンマーク 国産スモークレバー 12/1-12/8 こんなの待ってた 味がしみこむ板こんにゃく 12/1-12/8
グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 12/1-12/8 素材の味わい いかすみあたりめ 12/1-12/8
国産豚のロースハムスライス 12/1-12/8 素材の味わい あたりめソフト 12/1-12/8
国産豚のバラベーコンスライス 12/1-12/8 素材の味わい 昆布醤油さきいか 12/1-12/8
豆腐屋さんが作った 豆乳鍋の素 12/1-12/8 素材の味わい 剣先いか 12/1-12/8
【木綿】　こだわり品質 木綿豆腐 4P 12/1-12/8 素材の味わい 太さきいか 12/1-12/8
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 12/1-12/8 素材の味わい いか足醤油焼き 12/1-12/8
【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 12/1-12/8 割れ二度漬け醤油せんべい（増量パック） 12/1-12/8
【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 12/1-12/8 とまらないサクサク食感 黒糖バナナチップ 12/1-12/8
きざみ揚げ （凍） 12/1-12/8 とまらないサクサク食感 バナナチップ 12/1-12/8
手づくりやさん 石臼挽き油揚げ 12/1-12/8 秋田の自慢きりたんぽ 3本入 12/1-12/8
【きぬ】　手づくりやさん 石臼挽き豆腐 12/1-12/8 ロンバードキャラメルポップコーン50g 12/1-12/8
ふっくらジューシー油揚（2枚） 12/1-12/8 ロンバードキャラメルプレッツェルポップコーン50g 12/1-12/8
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳12/1-12/8 切れているから便利！糸こんにゃく（使いきり） 12/1-12/8
【木綿】水切り不要！お料理用豆腐 12/1-12/8 たまごやさんのマヨネーズ 12/1-12/8
【きぬ】切れているから便利！鍋用とうふ（8つ切） 12/1-12/8 【化学調味料不使用】 具材たっぷりミートソース 12/1-12/8
【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P12/1-12/8 アサイーディライト グァバ＆アセロラ 12/1-12/8
【木綿】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 12/1-12/8 アサイーディライト Wマンゴーパッション 12/1-12/8
【絹】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 12/1-12/8 果実の楽園からの贈り物 ワイルドオレンジジュー 12/1-12/8
レンジで3分 手作り寄せ豆腐セット 12/1-12/8 赤ぶどうジュース(36本入り) 12/1-12/8
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