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ふぞろいスイートスプリング(熊本県産) 12/9-12/15 【木綿】　こだわり品質 木綿豆腐 4P 12/9-12/15 水菜（奈良県産　出口さん他） 12/9-12/15
スナップエンドウ(熊本県産 大倉さん他) 12/9-12/15 【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 12/9-12/15 キャベツ(熊本県産 藤本さん他) 12/9-12/15
にんじん(熊本県産 本田さん他) 12/9-12/15 【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 12/9-12/15 有機栽培小松菜（島根県産 竹岡さん他） 12/9-12/15
りんご(グラニースミス 長野県産 中村さん他) 12/9-12/15 【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 12/9-12/15 有機栽培ほうれん草(島根県産 竹岡さん他） 12/9-12/15
キャラメル玉ねぎ(北海道産 吉田さん他) 12/9-12/15 ふっくらジューシー油揚（2枚） 12/9-12/15 有機ベビーリーフ（熊本県産 林さん他） 12/9-12/15
いんげん(沖縄県産 大城さん他) 12/9-12/15 JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳12/9-12/15 ベビーリーフ(島根県産) 12/9-12/15
みかん(熊本県 牛島さん他) 12/9-12/15 【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 12/9-12/15 サラノバレタス(福岡県産) 12/9-12/15
みかん(和歌山県産 上山さん他) 12/9-12/15 【木綿】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆12/9-12/15 フリルアイスレタス(徳島県産) 12/9-12/15
お得用有田みかん(和歌山県産 生駒さん他) 12/9-12/15 たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 12/9-12/15 有機栽培春菊（島根県産　佐々木さん他） 12/9-12/15
キャラメル玉ねぎ(北海道産 刈谷さん他) 12/9-12/15 【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P12/9-12/15 汐見のキャベツ(静岡県産) 12/9-12/15
ごぼう(北海道産 和田さん他) 12/9-12/15 【絹】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 12/9-12/15 汐見のスィートキャベツ(静岡県産) 12/9-12/15
りんご(サンふじ 岩手県産 藤島さん他) 12/9-12/15 レンジで3分 手作り寄せ豆腐セット 12/9-12/15 ほうれん草(奈良県産 松井さん他) 12/9-12/15
大玉りんご(シナノゴールド 岩手県産) 12/9-12/15 ちぎり揚げがんも　10個入り 12/9-12/15 ブロッコリー（京都府産 今井さん他） 12/9-12/15
りんご(シナノゴールド 岩手県産) 12/9-12/15 豆腐屋が作った揚げ物セット（3種7品） 12/9-12/15 チンゲンサイ（熊本県産） 12/9-12/15
ミディトマト(熊本県産 小原さん他) 12/9-12/15 【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 12/9-12/15 小松菜（熊本県産　吉田さん他） 12/9-12/15
カットとうがん(1/4カット 長崎県産 栗原さん他) 12/9-12/15 【小粒】本味納豆 2P 12/9-12/15 ロメインレタス(静岡県産 深川さん他) 12/9-12/15
ゆず(和歌山県産 松林さん他) 12/9-12/15 【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 12/9-12/15 大きめ小松菜（群馬県産） 12/9-12/15
リーフセロリ(熊本県産) 12/9-12/15 【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 12/9-12/15 有機栽培小松菜（佐賀県産） 12/9-12/15
レモン(愛媛県産 西部さん他) 12/9-12/15 【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 12/9-12/15 有機栽培水菜(佐賀県産) 12/9-12/15
ほのかな甘み 羊乳のリコッタチーズ 12/9-12/15 【中粒】国産わら納豆 12/9-12/15 有機栽培ほうれん草(佐賀県産) 12/9-12/15
アルチェネロ 有機ミルクビスケット 12/9-12/15 【小粒】　黒豆納豆2P 12/9-12/15 小松菜（奈良県産　松本さん他） 12/9-12/15
アルチェネロ 有機ヨーグルトハニービスケット 12/9-12/15 ふっくらやわらか ひきわり納豆 12/9-12/15 ほうれん草(群馬県産 櫻井さん他) 12/9-12/15
【新米】2012年度れんげ草コシヒカリ（玄米）2kg 12/9-12/15 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 12/9-12/15 ほうれん草（熊本県産　福島さん他） 12/9-12/15
白トリュフ香る オリーブオイル 12/9-12/15 【小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 12/9-12/15 京水菜（京都府産　二ノ倉さん他） 12/9-12/15
超香トリュフソルト 12/9-12/15 グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 12/9-12/15 グリーンリーフレタス(静岡県産 深川さん他) 12/9-12/15
黒トリュフ練りこみパスタ 12/9-12/15 おさかなソーセージ 甘口カレー味 12/9-12/15 丹沢フリルレタス（神奈川県） 12/9-12/15
【プレゼント】長崎焼きちゃんぽん 12/9-12/15 おさかなソーセージ 12/9-12/15 ミニ白菜(和歌山県産 津田さん他) 12/9-12/15
KitOisix（鶏肉の野菜たっぷり回鍋肉風ピリ辛炒め12/9-12/15 国産豚のポークウインナー 12/9-12/15 春菊(和歌山県または奈良県産) 12/9-12/15
KitOisix（旨み熟成さばと彩り野菜の中華炒め） 12/9-12/15 海のソーセージ 12/9-12/15 ブロッコリー(和歌山県産 児玉さん他) 12/9-12/15
宮崎黒豚 ハンバーグ（未加熱） 12/9-12/15 グリーンマーク 皮なしミニウインナー 12/9-12/15 ミニカリフラワー(熊本県産 西田さん他) 12/9-12/15
フライや天ぷらに 有頭エビ（5尾） 12/9-12/15 本場イタリアの旨み サルシッチャ(生ソーセージ) 12/9-12/15 ベビーレタスミックス(熊本県産) 12/9-12/15
【九州麦豚】歯ごたえ抜群 豚タン 12/9-12/15 グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 12/9-12/15 ブロッコリー(長崎県産 栗原さん他) 12/9-12/15
【九州麦豚】クセなく食べやすい 豚ハツ 12/9-12/15 国産豚のロースハムスライス 12/9-12/15 ベビー白菜(長崎県産 栗原さん他) 12/9-12/15
【とれピチ】北海道産 ホッキ貝 12/9-12/15 国産豚のバラベーコンスライス 12/9-12/15 四万十の菜花(高知県産 岡崎さん他) 12/9-12/15
北海道産 身欠きニシン（ソフトタイプ） 12/9-12/15 紀州産 釜炊きひじき 12/9-12/15 ベビーリーフ（熊本県産　小原さん他） 12/9-12/15
国産イカリングから揚げ 12/9-12/15 有明一番摘み 焼のり 12/9-12/15 有機栽培ほうれん草(島根県産 佐々木さん他) 12/9-12/15
桜たまご 12/9-12/15 味付もずく 12/9-12/15 有機栽培小松菜（島根県産　佐々木さん他） 12/9-12/15
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 12/9-12/15 天草ひじき 12/9-12/15 有機栽培水菜（島根県産） 12/9-12/15
たまご 12/9-12/15 天草生わかめ 12/9-12/15 ほうれん草（長野県産　本多さん他） 12/9-12/15
北海道根釧地区 milk(ミルク) 12/9-12/15 釜揚げひじき 12/9-12/15
【低温殺菌】 木次ノンホモ牛乳 12/9-12/15 国産旨しお海苔 12/9-12/15
よつ葉 バター（加塩） 12/9-12/15 【とれピチ】旨み歯ごたえしっかり 生海苔の佃煮 12/9-12/15
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 12/9-12/15 歯ごたえしっかり 九州の塩蔵わかめ 12/9-12/15
中沢 料理用クリーム30％ 12/9-12/15 【とれピチ】愛媛佐田岬の天然塩蔵わかめ 12/9-12/15
飛騨高原milk（ミルク） 12/9-12/15 北海道産とろろ昆布 12/9-12/15
パン屋さんのおいしいマーガリン 12/9-12/15 味付めかぶ（韓国産） 12/9-12/15
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 12/9-12/15 あぶって香る とっておき寿司海苔 12/9-12/15
中沢 産地限定生クリームプレミアムフレッシュ 12/9-12/15 「くまモン」フィルム入り　有明産おにぎりのり 12/9-12/15
ノンホモジャージーヨーグルト 12/9-12/15 しゃきしゃき食感 熊本天草産 茎わかめ(カット済） 12/9-12/15
那須のむヨーグルト 12/9-12/15 サラダにぴったり 北海道産茎わかめ（スライス） 12/9-12/15
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 12/9-12/15 JAS有機栽培 生いもまるごとこんにゃく 12/9-12/15
のむデンマークヨーグルト[特保] 12/9-12/15 すっぱいサッパリ ところてん 100g×2個パック 12/9-12/15
湯田 プロバイオティクスヨーグルト 12/9-12/15 鍋の〆はヘルシーに　豆乳こんにゃく麺220g 12/9-12/15
飛騨 ノンホモヨーグルト 12/9-12/15 みかんジュース まるごと2.5個 12/9-12/15
生クリームたっぷり スイートポテトのカップデザー 12/9-12/15 米と麹だけの甘酒 12/9-12/15
福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 12/9-12/15 おさつボーロ 12/9-12/15
旨み熟成 秋鮭の切身 12/9-12/15 海草せんべい 68g 12/9-12/15
旨み熟成 天然ブリ切身 12/9-12/15 野菜せんべい 55g 12/9-12/15
二段熟成 ふわうま銀鮭 切身 12/9-12/15 根菜スナック 50g 12/9-12/15



【とれピチ】包丁いらず ふっくら真あじのフィーレ 12/9-12/15 豆乳プチクッキー 9g × 5 12/9-12/15
ひとくちサイズ 焼くだけ秋鮭（甘塩） 12/9-12/15 タマゴボーロ 16g × 5 12/9-12/15
[とれピチ]深川さん目利き 真鯛刺身のたっぷりフィ12/9-12/15 ミニ動物ビスケット 20g × 5 12/9-12/15
【とれピチ】しっとり おいしい真たらの切り身 12/9-12/15 えび小判3枚 × 5 12/9-12/15
【とれピチ】丸ごとおいしいきびなご 12/9-12/15 野菜プチクッキー 10g × 5 12/9-12/15
下処理済でお手軽 広島産小いわし 12/9-12/15 チーズ屋さんのちーずふぉんでゅ 12/9-12/15
【とれピチ】ふわっふわ食感 九州産真アジ 12/9-12/15 ＜リン酸塩不使用＞おやつチーズ 12/9-12/15
【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり真だら一口カッ 12/9-12/15 フリコの厚切りゴーダスライス　4枚入り 12/9-12/15
【とれピチ】脂のり抜群 どさん子さんま 12/9-12/15 スライスナチュラルチーズ レッドチェダー 12/9-12/15
【とれピチ】活きのいいオス限定！味わい深い秋鮭12/9-12/15 ハイジの白パン 12/9-12/15
【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり秋鮭一口カット 12/9-12/15 カスタードクリームパン 12/9-12/15
ネギマ鍋に便利 マグロの尾肉 12/9-12/15 チョコレートパン 12/9-12/15
藻塩仕立て サバの熟成切身 12/9-12/15 ホシノ天然酵母入りしっとり食感メロンパン 12/9-12/15
藻塩仕立て 赤魚の熟成切身 12/9-12/15 ホシノ天然酵母入りあんぱん 12/9-12/15
藻塩仕立て サワラの熟成切身 12/9-12/15 グリーンマーク 国産スモークレバー 12/9-12/15
藻塩仕立て 銀鮭の熟成切身 12/9-12/15 野菜炒めにどうぞ 国産豚小間切れのスパイシー味12/9-12/15
脂のりばつぐん カツオのハラス 12/9-12/15 野菜炒めにどうぞ 国産豚モモ細切りの焼肉味 12/9-12/15
ムニエル用に骨と皮を取りました！三陸銀鮭の切12/9-12/15 【とれピチ】一本釣り ぶえん鰹のお刺身 12/9-12/15
冷凍のままフライパンで10分 北海道さんまのフィー12/9-12/15 お手軽海鮮丼 鹿児島産かつお漬け 12/9-12/15
いろんな料理に 長崎県産汐サバフィーレ 12/9-12/15 【とれピチ】九州産真鯛 おだしの効いた漬け 12/9-12/15
釜揚げしらす（ふぞろい） 12/9-12/15 【とれピチ】九州産真あじ 柚子風味の漬け 12/9-12/15
[旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬12/9-12/15 知床若鶏生だんご 12/9-12/15
農家が漬けた白菜漬け 12/9-12/15 ピュアチーズケーキ 12/9-12/15
一夜漬けの素 塩麹 12/9-12/15 もっちもっち豆乳ドーナッツ（白蜜） 12/9-12/15
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 12/9-12/15 もっちもっち豆乳ドーナッツ（黒糖） 12/9-12/15
みんさんのオイキムチ 12/9-12/15 うす甘納豆黒豆 無選別 200g 12/9-12/15
みんさんのカクテキ 12/9-12/15 やわらかぬれ餅 12/9-12/15
みんさんのチャンジャ 12/9-12/15 黒糖わらびもち 12/9-12/15
万能キムチ調味料 キムジャン 12/9-12/15 うなぎのポリット 12/9-12/15
みんさんの国産白菜キムチ 12/9-12/15 うず芋ようかん 12/9-12/15
お弁当用まるごと魚バーグ 12/9-12/15 わらび餅風抹茶こんにゃく（抹茶） 12/9-12/15
しっとり、旨みたっぷり これぞ本物の「ちくわ」 12/9-12/15 芋ようかん（黄金） 12/9-12/15
福さつま揚げ（ごぼう） 12/9-12/15 小割れたまごせんべい 12/9-12/15
骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（れんこん） 12/9-12/15 割れ渋皮栗甘納豆 12/9-12/15
こめや 絶妙食感のかまぼこ 12/9-12/15 もっちもっち豆乳ドーナッツ（抹茶） 12/9-12/15
食べごたえのある はんぺん 12/9-12/15 【器に盛るだけで簡単惣菜】 金時豆の煮物 12/9-12/15
煮物専用 ぼたんちくわ 12/9-12/15 【器に盛るだけで簡単惣菜】 昆布豆 12/9-12/15
おさかな団子（カンパチ中落ち） 12/9-12/15 子大豆もやし（長野県産） 12/9-12/15
別所のおすすめおでん種セット（だし付き） 12/9-12/15 豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 12/9-12/15
ふんわり食感 かに風味かまぼこ 12/9-12/15 豆苗（岐阜県産） 12/9-12/15
ほんのり甘くてお出汁もおいしい アジのつみれボ 12/9-12/15 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 12/9-12/15
好きな分だけ解凍できる 北海道産さんまのつみれ12/9-12/15 坂本さんのちぢみほうれん草(栃木県産) 12/9-12/15
屋久島 縄文水1500 12/9-12/15 ベビー白菜(静岡県産 鈴木さん他) 12/9-12/15
「水出し」はねだしほうじ茶ティーバッグ 12/9-12/15 レタス(静岡県産 鈴木さん他) 12/9-12/15
国産生姜ほうじ茶ティーバッグ 12/9-12/15 春菊(奈良県産 山本さん他) 12/9-12/15
ル カフェ 緑茶 500ml 12/9-12/15 篠崎さんの有機栽培小松菜（千葉県産） 12/9-12/15
ル カフェ ウーロン茶 500ml 12/9-12/15 キャベツ(千葉県産 山口さん他) 12/9-12/15
ル カフェ ジャスミン茶 500ml 12/9-12/15 三竹さんのあまっ娘キャベツ(愛知県産) 12/9-12/15
神戸居留地 SODA 190ml 12/9-12/15 有機栽培ほうれん草（千葉県産 篠崎さん他） 12/9-12/15
香り引き立つ 国産生姜湯 12/9-12/15 チンゲンサイ（茨城県産 関さん他） 12/9-12/15
「農家のお茶」 有機煎茶 荒茶仕立て（お徳用） 12/9-12/15 レタス(静岡県産 塚本さん他) 12/9-12/15
やさしい味わい 島根出雲のむぎ茶（ティーパック）12/9-12/15 ブロッコリー（徳島県産 原田さん他） 12/9-12/15
マウンテンスプリングウォーター 12/9-12/15 キャベツ(群馬県産) 12/9-12/15
三重県産麦茶 12/9-12/15 サニーレタス(静岡県産 深川さん他) 12/9-12/15
カナダの天然氷河水 12/9-12/15 セロリ(福岡県産 鳥越さん他) 12/9-12/15
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