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三竹さんのあまっ娘セロリ 12/16-12/22 丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 12/16-12/22 杉山さんのミニトマト(静岡県産) 12/16-12/22
ニラ(福島県産) 12/16-12/22 中沢 フレッシュクリーム45％ 12/16-12/22 虹トマト(カラフルミニトマト 福島県産) 12/16-12/22
しぼりファーストトマト(愛知県産) 12/16-12/22 飛騨高原milk（ミルク） 12/16-12/22 トマト(700g 熊本県産 前田さん他) 12/16-12/22
ブロッコリーの側枝(福島県産) 12/16-12/22 こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 12/16-12/22 トマト(1玉 熊本県産 前田さん他) 12/16-12/22
ひろっこ(あさつき 福島県産) 12/16-12/22 中沢 産地限定生クリームプレミアムフレッシュ 12/16-12/22 ミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 12/16-12/22
益荒男ほうれん草(三重県産 藤原さん他) 12/16-12/22 特選よつ葉無脂肪牛乳 12/16-12/22 みんなで選んだトマト(熊本県産 小原さん他) 12/16-12/22
レタス(長崎県産 前田さん他) 12/16-12/22 ノンホモジャージーヨーグルト 12/16-12/22 ミニトマト（アイコ 熊本県産 大家さん他） 12/16-12/22
八つ頭(千葉県産) 12/16-12/22 那須のむヨーグルト 12/16-12/22 有機栽培ぼっちゃんかぼちゃ(北海道産) 12/16-12/22
スティックセニョール(長崎県産 安達さん他) 12/16-12/22 マグロのカルパッチョ バルサミコ風味 12/16-12/22 ぼっちゃんかぼちゃ(北海道 西川さん他) 12/16-12/22
カラフルミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 12/16-12/22 たべるデンマークヨーグルト[特保] 12/16-12/22 スナップエンドウ(熊本県産 大倉さん他) 12/16-12/22
細もやし(ブラックマッペもやし 長野県産) 12/16-12/22 【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 12/16-12/22 きゅうり（千葉県産） 12/16-12/22
じゃが玉にんじんセット(村上さん他) 12/16-12/22 湯田 プロバイオティクスヨーグルト 12/16-12/22 なす(茨城県産 板橋さん他) 12/16-12/22
ローズマリー(茨城県産) 12/16-12/22 飛騨 ノンホモヨーグルト 12/16-12/22 なす(高知県産 小松さん他) 12/16-12/22
ぎんなん(高知県産) 12/16-12/22 福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 12/16-12/22 パプリカ（赤　宮城県産） 12/16-12/22
太れんこん(愛知県産 山田さん他) 12/16-12/22 【とれピチ】脂がのったかんぱちお刺身 12/16-12/22 パプリカ（黄　宮城県産） 12/16-12/22
小玉キウイフルーツ(神奈川県産 江川さん他) 12/16-12/22 【とれピチ】一本釣り ぶえん鰹のお刺身 12/16-12/22 きゅうり（高知県産 長崎さん他） 12/16-12/22
りんご(サンふじ 岩手県産 藤島さん他) 12/16-12/22 【とれピチ】一本釣りかつおたたき（柚子風味） 12/16-12/22 ぎんなん(大分県産 糸永さん他) 12/16-12/22
大玉りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他)12/16-12/22 ちょっと小さめ 九州産コク旨〆さば（2枚パック） 12/16-12/22 ピーマン(愛知県産 近藤さん他) 12/16-12/22
りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他) 12/16-12/22 【とれピチ】ほんのり甘い 九州産真あじのお刺身 12/16-12/22 きゅうり(熊本県産 田中さん他) 12/16-12/22
雑煮大根(奈良県産 仲川さん他) 12/16-12/22 お手軽海鮮丼 鹿児島産かつお漬け 12/16-12/22 くりりんかぼちゃ(300gカット 北海道産 藤井さん他12/16-12/22
安納芋(鹿児島県産 林さん他) 12/16-12/22 北海道産さんまのレモンじめ 12/16-12/22 なす(熊本県産 住野さん他) 12/16-12/22
里いも(福島県産 渡部さん他) 12/16-12/22 北海道産 さんまのお刺身(未カット) 12/16-12/22 きゅうり(宮崎県産 日高さん他) 12/16-12/22
有機栽培ブロッコリー(千葉県産 伊藤さん他) 12/16-12/22 ねじれるカットスルメイカ ねじねじくん 12/16-12/22 かぼちゃ(1/2カット 北海道産 西川さん他) 12/16-12/22
おおひらたけ(奈良県産) 12/16-12/22 麦いかゲソ切り出し（バラ凍結） 12/16-12/22 筑陽長なす(宮崎県産 坂本さん他) 12/16-12/22
じゅくりん(2玉 ふじ 岩手県産) 12/16-12/22 【便利なバラ凍】極立つ旨味 徳島神山鶏 ひき肉 12/16-12/22 いんげん(沖縄県産 大城さん他) 12/16-12/22
ハッピートマト(ミニトマト 高知県産) 12/16-12/22 神山鶏 丸鶏 12/16-12/22 カットとうがん(1/4カット 長崎県産 栗原さん他) 12/16-12/22
いんげん(沖縄県産 芳野さん他) 12/16-12/22 神山鶏 モモ骨付き 12/16-12/22 スナップエンドウ(長崎県産 渡部さん他) 12/16-12/22
ハウス不知火(熊本県産 中田さん他) 12/16-12/22 極立つ旨味 徳島神山鶏 12/16-12/22 インゲン(沖縄県産 知念さん他) 12/16-12/22
ホースラディッシュ(岩手県産 浅沼さん他) 12/16-12/22 濃密な味わい 越前白山鶏 12/16-12/22 かぼちゃ(300gカット 北海道産 藤井さん他) 12/16-12/22
四万十の原木しいたけ(高知県産) 12/16-12/22 ふっくら食感 知床若鶏 12/16-12/22 ミニとうがん(長崎県産 栗原さん他) 12/16-12/22
じゅくりん(1玉 ふじ 岩手県産) 12/16-12/22 佐賀赤鶏 12/16-12/22 きゅうり(徳島県産 広田さん他) 12/16-12/22
キウイフルーツ(神奈川県産 江川さん他) 12/16-12/22 カリフォルニアビーフ 12/16-12/22 ピーマン(徳島県産 丸岡さん他) 12/16-12/22
魚沼健康豚 焼き豚（ブロックハーフカット） 12/16-12/22 北海道産 谷口さん旨牛 12/16-12/22 なす(高知県産 熊谷さん他) 12/16-12/22
隠岐國・海士の白いか開き（刺身用） 12/16-12/22 北海道ポーク 12/16-12/22 マンダリン（熊本県産 中田さん他） 12/16-12/22
伝統栽培 北海道産黒豆（光黒） 12/16-12/22 脂さっぱりラテン豚 12/16-12/22 わけありマンダリン（熊本県産 中田さん他） 12/16-12/22
かつおたくあん 12/16-12/22 豆腐屋さんが作った 豆乳鍋の素 12/16-12/22 パイナップル（フィリピン産） 12/16-12/22
うずら豆 12/16-12/22 【木綿】　こだわり品質 木綿豆腐 4P 12/16-12/22 有機栽培国産キウイフルーツ(愛媛県産) 12/16-12/22
じねんじょそば（半生）つゆ付き 12/16-12/22 【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 12/16-12/22 中田さんのグラントレモン(熊本県産) 12/16-12/22
種子島安納いも 小いもっ娘（焼きいも） 12/16-12/22 【小粒】本味納豆 2P 12/16-12/22 りんご(グラニースミス 長野県産 中村さん他) 12/16-12/22
信州戸隠 本十割そば 12/16-12/22 【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 12/16-12/22 りんご(ふじ 長野県 中村さん他) 12/16-12/22
天然利尻昆布（一等） 12/16-12/22 【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 12/16-12/22 マンゴー（タイ産) 12/16-12/22
出雲福そば(極細) 12/16-12/22 しろうさぎの豆乳 12/16-12/22 有機栽培バナナ（ペルー産） 12/16-12/22
奥出雲の七味唐辛子 12/16-12/22 きざみ揚げ （凍） 12/16-12/22 アボカド（メキシコ産 ミゲイルさん他） 12/16-12/22
神山鶏　チキンロール（二色巻き） 12/16-12/22 味付いなりあげ 12/16-12/22 姫タンゴール（愛媛県産） 12/16-12/22
有機小倉あん 12/16-12/22 高野山ごまとうふ 12/16-12/22 山下紅みかん(佐賀県産 重さん他) 12/16-12/22
有機こしあん 12/16-12/22 【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 やわら12/16-12/22 バナナ（エクアドル産） 12/16-12/22
こだわり渋皮栗きんとん 12/16-12/22 ふっくらジューシー油揚（2枚） 12/16-12/22 有機栽培キウイフルーツ（ニュージーランド産） 12/16-12/22
オーガニック小豆 赤飯用 12/16-12/22 JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳12/16-12/22 おてんとバナナ（タイ産） 12/16-12/22
極立つ旨味 徳島神山鶏 モモ(冷凍) 12/16-12/22 【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 12/16-12/22 りんご(紅玉 長野県産 宮沢さん他) 12/16-12/22
西京白みそ京丹波 12/16-12/22 【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 12/16-12/22 小玉梨(2玉南水 長野県産 大野さん他） 12/16-12/22
柿なます 12/16-12/22 【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 12/16-12/22 キウイフルーツ（レインボーレッド 山梨県産他） 12/16-12/22
山菜きのこ（水煮） 12/16-12/22 【中粒】国産わら納豆 12/16-12/22 みかん（愛媛県産　越智さん他） 12/16-12/22
合鴨モモ肉 12/16-12/22 【小粒】　黒豆納豆2P 12/16-12/22 小玉りんご（ふじ 長野県産 寺沢さん他） 12/16-12/22
十勝の煮豆セット 12/16-12/22 ふっくらやわらか ひきわり納豆 12/16-12/22 大玉りんご（ふじ 長野県産 寺沢さん他） 12/16-12/22
信州戸隠そば 12/16-12/22 たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 12/16-12/22 菅谷さんのいちご(茨城県産 菅谷さん他) 12/16-12/22
キャベツ（熊本県産 坂口さん他） 12/16-12/22 【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P12/16-12/22 葉付きみかん(愛媛県産 越智さん他) 12/16-12/22
凍り豆腐（高野豆腐） 12/16-12/22 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 12/16-12/22 お徳用おてんとバナナ（タイ産） 12/16-12/22
奥出雲生蕎麦2人前つゆ付 12/16-12/22 【木綿】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 12/16-12/22 晩白柚(熊本県産) 12/16-12/22
ふっくら柔らか 韓国産 煮あわび（カット済み） 12/16-12/22 【絹】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 12/16-12/22 富有柿(奈良県産 岡本さん他) 12/16-12/22



丹波黒豆煮ふくふく 12/16-12/22 【小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 12/16-12/22 梨（南水 長野県産 大野さん他） 12/16-12/22
料亭の味 つくだに（田作り） 12/16-12/22 ちぎり揚げがんも　10個入り 12/16-12/22 りんご(ジョナゴールド 長野県産 平栗さん他) 12/16-12/22
料亭の味 つくだに（子どもごり） 12/16-12/22 豆腐屋が作った揚げ物セット（3種7品） 12/16-12/22 みかん(和歌山県産 西野さん他) 12/16-12/22
料亭の味 つくだに（甘海老甘露煮） 12/16-12/22 グリーンマーク 国産スモークレバー 12/16-12/22 みかん(愛媛県産 渡部さん他) 12/16-12/22
北海道産無漂白塩数の子 12/16-12/22 無添加ベーコンブロック 12/16-12/22 りんご(王林 長野県産 熊谷さん他) 12/16-12/22
やわらか生昆布巻 12/16-12/22 グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 12/16-12/22 りんご(王林 長野県産 中村さん他) 12/16-12/22
やわらか昆布巻（にしん） 12/16-12/22 国産豚のロースハムスライス 12/16-12/22 大玉りんご(ふじ 長野県 中村さん他) 12/16-12/22
やわらか昆布巻（さけ） 12/16-12/22 国産豚のバラベーコンスライス 12/16-12/22 ゆず(愛媛県産) 12/16-12/22
北海道産ほたてうま煮 12/16-12/22 San Nicola 600日熟成イタリア産生ハムスライス 512/16-12/22 キウイフルーツ(和歌山県産) 12/16-12/22
北海道産つぶ貝うま煮 12/16-12/22 RASPINIプロシュートクルード45g 12/16-12/22 小玉キウイフルーツ(和歌山県産) 12/16-12/22
愛媛県産 和栗の甘露煮 12/16-12/22 はやきたブルーチーズ 12/16-12/22 有機栽培キウイフルーツ(和歌山県産) 12/16-12/22
こめや ぐちのすり身でつくった蒲鉾 赤 12/16-12/22 プレミアムオイルサーディン 12/16-12/22 梨(あきあかり 長野県産 宮沢さん他) 12/16-12/22
いちうろこ しっとり伊達巻（小） 12/16-12/22 グリーンマーク ミートボール 12/16-12/22 梨(2玉あきあかり 長野県産 宮沢さん他) 12/16-12/22
有機 出雲縁起そば 2人前つゆ付 12/16-12/22 丹波黒豆入りどら焼き 12/16-12/22 早生有田みかん(和歌山県 生駒さん他) 12/16-12/22
多田さんのでわのもちで作った玄米丸もち 12/16-12/22 木次ナチュラルスナッカー（さけるチーズ） 12/16-12/22 大玉葉とらずりんご(ふじ 岩手県産) 12/16-12/22
多田さんのでわのもちで作った豆もち 12/16-12/22 ちっちゃな温泉パン（ごま） 12/16-12/22 葉とらずりんご(ふじ 岩手県産) 12/16-12/22
多田さんのでわのもちで作った草丸もち 12/16-12/22 生パスタ専門店監修 豆と豚バラのトマトソース 12/16-12/22 小玉葉とらずりんご(ふじ 岩手県産) 12/16-12/22
仁多の杵つき丸もち 12/16-12/22 生パスタ専門店監修 ツナのトマトソース 12/16-12/22 いちご(100g 長崎県産) 12/16-12/22
あとひきぱりぱり大根 110g 12/16-12/22 生パスタ専門店監修 ゴルゴンゾーラクリームソー 12/16-12/22 みつみかん（愛媛県産） 12/16-12/22
アップルタイザー6本パック 12/16-12/22 よつ葉 北海道十勝100 チェダーチーズ 12/16-12/22 みつみかん（和歌山県産） 12/16-12/22
グレープタイザーレッド 6本パック 12/16-12/22 よつ葉 北海道十勝100 ゴーダチーズ 12/16-12/22 有機栽培キウイフルーツ（レッドサン 和歌山県産）12/16-12/22
栗の渋皮煮 12/16-12/22 国産豚の手作り焼きハンバーグ（クール） 12/16-12/22 有機栽培みかん（佐賀県産） 12/16-12/22
お餅をいれて温めるだけ 有機しるこ 12/16-12/22 よつ葉 北海道十勝100 厚切りチェダースライス(1 12/16-12/22 洋梨（大玉ラフランス 長野県産） 12/16-12/22
生クリームたっぷり　いちごプリン 12/16-12/22 香りが違う！焙煎したて珈琲（マイルドブレンド：粉12/16-12/22 洋梨（ラフランス 長野県産） 12/16-12/22
デザートクリームチーズ　ラムレーズン 12/16-12/22 香りが違う！焙煎したて珈琲（モカブレンド：粉） 12/16-12/22 りんご（ふじ 福島県産 武藤さん他） 12/16-12/22
長時間発酵食パン（サンドイッチ用耳ナシ） 12/16-12/22 スライスナチュラルチーズ とろけるモッツァレラ 12/16-12/22 みかん(熊本県 牛島さん他) 12/16-12/22
【とれピチ】 味わい濃厚　北海道産冷凍うに 12/16-12/22 しっとり 優しい甘さのおやつカステラ 12/16-12/22 みかん(和歌山県産 上山さん他) 12/16-12/22
いかさし松前漬 12/16-12/22 釜揚げしらす ツインパック 12/16-12/22 りんご(サンふじ 岩手県産 藤島さん他) 12/16-12/22
上質なパリパリ歯ごたえ 北海道産味付数の子 12/16-12/22 【辛旨】野菜の旨みがつまった発酵韓国キムチ 12/16-12/22 大玉りんご(シナノゴールド 岩手県産) 12/16-12/22
魚醤が隠し味 数の子松前漬 12/16-12/22 レンジで3分 手作り寄せ豆腐セット 12/16-12/22 りんご(シナノゴールド 岩手県産) 12/16-12/22
いしの屋 海鮮太巻寿司 12/16-12/22 南イタリアの塩水漬け ミックスオリーブ 12/16-12/22 ゆず(和歌山県産 松林さん他) 12/16-12/22
彩りはなやか 伊達巻寿司 12/16-12/22 湯田 濃厚チョコブリュレ（2個入り） 12/16-12/22 アボカド（メキシコ産　オリボさん他） 12/16-12/22
とろける旨味 宮崎黒毛和牛 とうがらし 12/16-12/22 【とれピチ】一本釣り 炭火焼かつおたたき 12/16-12/22 コロンビアバナナ（コロンビア産） 12/16-12/22
身入りしっかり 毛ガニ 12/16-12/22 【とれピチ】天然めばちマグロ（赤身/サク） 12/16-12/22 キウイフルーツ(神奈川県産 大原さん他) 12/16-12/22
【とれピチ】天然本マグロ（中トロ/サク） 12/16-12/22 【とれピチ】天然めばちマグロ（中トロ/サク） 12/16-12/22 りんご（ふじ 長野県産 寺沢さん他） 12/16-12/22
【とれピチ】天然本マグロ（赤身/サク） 12/16-12/22 【とれピチ】天然めばちマグロ（赤身/ぶつ切用) 12/16-12/22 国産レモン(和歌山県産 中山さん他) 12/16-12/22
和牛の旨味を感じる 豪州黒牛 切り落とし 12/16-12/22 【とれピチ】天然びんちょうマグロ(赤身/ぶつ切用）12/16-12/22 ハイランドバナナ(フィリピン産) 12/16-12/22
アラスカ産　味付け数の子 12/16-12/22 天然めばちマグロ（たたき身/ネギトロ用） 12/16-12/22 小玉りんご(紅玉 長野県産 宮沢さん他) 12/16-12/22
フライや天ぷらに 有頭エビ（5尾） 12/16-12/22 ネギマ鍋に便利 マグロの尾肉 12/16-12/22 小玉西洋梨(ラフランス 長野県産 宮沢さん他) 12/16-12/22
長崎県産 真鯛しゃぶしゃぶセット 12/16-12/22 脂のりばつぐん カツオのハラス 12/16-12/22 大玉洋梨(ル・レクチェ 長野県産 宮沢さん他) 12/16-12/22
土田さんのもりもり温泉たまご 12/16-12/22 ぷりぷり知床若鶏 和風しょうが風味 12/16-12/22 洋梨(ル・レクチェ 長野県産 宮沢さん他) 12/16-12/22
桜たまご 12/16-12/22 知床若鶏 ローストレッグ（ノーマル） 12/16-12/22 はなみかん(愛媛県 溜池さん他) 12/16-12/22
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 12/16-12/22 知床若鶏 ローストレッグ（バジル） 12/16-12/22 ネーブル(熊本県産 鶴田さん他) 12/16-12/22
たまご 12/16-12/22 知床若鶏ミニ丸鶏 12/16-12/22 レモン(愛媛県産 西部さん他) 12/16-12/22
平飼い有精卵 12/16-12/22 横田さんのミニトマト（愛知県産） 12/16-12/22 天津栗（中国河北省産） 12/16-12/22
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 12/16-12/22 トマト(熊本県産 前田さん他) 12/16-12/22 じゃばら(和歌山県産 長谷さん他) 12/16-12/22
若鶏のたまご 12/16-12/22 トマト(茨城県産 関さん他) 12/16-12/22 いちご（紅ほっぺ 静岡県産） 12/16-12/22
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 12/16-12/22 みつトマト(千葉県産) 12/16-12/22
葉酸たまご 12/16-12/22 ミニトマト(熊本県産 住吉さん他) 12/16-12/22
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 12/16-12/22 ミニトマト(茨城県産 小山さん他) 12/16-12/22
深部さんのたまご 12/16-12/22 ミニトマト(長崎県産 松本さん他) 12/16-12/22
【低脂肪】 よつ葉 特選 北海道十勝低脂肪牛乳(112/16-12/22 ミニトマト(熊本県産 吉水さん他) 12/16-12/22
北海道根釧地区 milk(ミルク) 12/16-12/22 グレープトマト(ミニトマト アメリカ産) 12/16-12/22
木次パスチャライズ牛乳（1Ｌ） 12/16-12/22 ミディトマト(熊本県産 小原さん他) 12/16-12/22
【低温殺菌】 木次ノンホモ牛乳 12/16-12/22 杉山さんのミニトマト(静岡県産) 12/16-12/22
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