
商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週
信州白土ねぎ（下仁田ねぎ 長野県産) 12/23-12/29 煮干(大分産かたくちいわし） 12/23-12/29 お刺身いか醤油漬け 12/23-12/29 小松菜（奈良県産　松本さん他） 12/23-12/29
ピーマン(愛知県産 近藤さん他) 12/23-12/29 チキンコンソメ 液体タイプ 12/23-12/29 【とれピチ】包丁いらず ふっくら真あじのフィーレ 12/23-12/29 ほうれん草(群馬県産 櫻井さん他) 12/23-12/30
たつやのミニにんじん(熊本県産 山品さん他) 12/23-12/29 だし屋のしろだし 12/23-12/29 トースターでサクサク ひとくちコロッケ（カレー） 12/23-12/29 ほうれん草（熊本県産　福島さん他） 12/23-12/31
杉山さんのミニトマト(静岡県産) 12/23-12/29 直火焼 銀のクリームシチュールー 12/23-12/29 トースターでサクサク ひとくちコロッケ（きんぴら） 12/23-12/29 国産レモン(和歌山県産 中山さん他) 12/23-12/32
さつまいも(紅さつま 鹿児島県産) 12/23-12/29 はちみつりんご酢♪＋Fe 12/23-12/29 トースターでサクサク ひとくちコロッケ（野菜） 12/23-12/29 ハイランドバナナ(フィリピン産) 12/23-12/33
いんげん(沖縄県産 知念さん他) 12/23-12/29 焼肉のたれ（りんご） 12/23-12/29 [とれピチ]深川さん目利き 真鯛刺身のたっぷりフィ12/23-12/29 京水菜（京都府産　二ノ倉さん他） 12/23-12/34
葉つきにんじん(熊本県産 今村さん他) 12/23-12/29 おとうふ屋さんのビスケット 12/23-12/29 ワタまで旨い！ あじ丸干し 12/23-12/29 丹沢フリルレタス（神奈川県） 12/23-12/35
北海道根釧地区 milk(ミルク) 12/23-12/29 ココアウエハース 12/23-12/29 下処理済でお手軽 広島産小いわし 12/23-12/29 ミニ白菜(和歌山県産 津田さん他) 12/23-12/36
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 12/23-12/29 あかちゃんせんべい よもぎ味 12/23-12/29 ちょっと小さめ 九州産コク旨〆さば（2枚パック） 12/23-12/29 春菊(和歌山県または奈良県産) 12/23-12/37
中沢 料理用クリーム30％ 12/23-12/29 丹波黒煎り豆 12/23-12/29 【とれピチ】ほんのり甘い 九州産真あじのお刺身 12/23-12/29 ブロッコリー(和歌山県産 児玉さん他) 12/23-12/38
中沢 フレッシュクリーム45％ 12/23-12/29 かぼちゃボーロ 12/23-12/29 ぷりっと食感 広島産殻付かきグラタン 12/23-12/29 ミニカリフラワー(熊本県産 西田さん他) 12/23-12/39
飛騨高原milk（ミルク） 12/23-12/29 干し柿ゼリー 12/23-12/29 びわ湖産 小鮎のほろにが唐揚げ 12/23-12/29 ブロッコリー(長崎県産 栗原さん他) 12/23-12/40
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 12/23-12/29 おとうふ屋さんのえびフライ 12/23-12/29 【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり真だら一口カッ 12/23-12/29 ベビー白菜(長崎県産 栗原さん他) 12/23-12/41
中沢 産地限定生クリームプレミアムフレッシュ 12/23-12/29 松田のマヨネーズ（甘口） 12/23-12/29 塩と小麦だけでつくった 冷凍うどん（5食） 12/23-12/29 ハウス不知火(熊本県産 中田さん他) 12/23-12/42
特選よつ葉無脂肪牛乳 12/23-12/29 パン粉 12/23-12/29 お手軽 冷凍熟成ラーメン（5食） 12/23-12/29 四万十の菜花(高知県産 岡崎さん他) 12/23-12/43
北海道産無漂白塩数の子 12/23-12/29 ポーリークリームチーズ 12/23-12/29 味はそのまま！もったいないナン 12/23-12/29 レモン(愛媛県産 西部さん他) 12/23-12/44
釜揚げしらす ツインパック 12/23-12/29 田中屋 純正麦こうじみそ 12/23-12/29 身味が濃い 紅鮭スモークサーモン 12/23-12/29 ベビーリーフ（熊本県産　小原さん他） 12/23-12/45
プチプチ食感 博多辛子明太子（切れ子） 12/23-12/29 田中屋 純正麦みそ 12/23-12/29 パスタに便利 キングサーモンハラス切り落しスモー12/23-12/29 天津栗（中国河北省産） 12/23-12/46
プチプチ食感 無着色たらこ（切れ子） 12/23-12/29 田中屋 純正米こうじみそ 12/23-12/29 ふんわりやわらか　チーズミニバンズ（3個入り） 12/23-12/29 ほうれん草（長野県産　本多さん他） 12/23-12/47
出汁が濃厚 殻なしムール貝（小粒） 12/23-12/29 西京白みそ京丹波 12/23-12/29 あんがとろーり　国産野菜と豚肉の春巻 12/23-12/29 いちご（紅ほっぺ 静岡県産） 12/23-12/48
【とれピチ】旨み凝縮 ねっとり濃厚いくら醤油漬 12/23-12/29 地元の穀（味噌） 12/23-12/29 いかさし松前漬 12/23-12/29
アラスカ産　味付け数の子 12/23-12/29 雷神堂 手やきの里 おせんべい 12/23-12/29 上質なパリパリ歯ごたえ 北海道産味付数の子 12/23-12/29
越前白山鶏 12/23-12/29 黒酢たまねぎドレッシング200ml 12/23-12/29 いしの屋 海鮮太巻寿司 12/23-12/29
北海道ポーク 12/23-12/29 おだしのパック じん 12/23-12/29 彩りはなやか 伊達巻寿司 12/23-12/29
ふっくら食感 知床若鶏 12/23-12/29 うね乃 昆布の粉だし 12/23-12/29 口どけさっぱり 北海道大納言と生クリームのどら焼12/23-12/29
脂さっぱりラテン豚 12/23-12/29 ひじきふりかけ（しそ風味） 12/23-12/29 長崎県産 ヤリイカ輪切り（ゲソ入り） 12/23-12/29
佐賀赤鶏 12/23-12/29 ねぎたこ焼き 12/23-12/29 チーズとろーり国産ささみチーズカツレツ 12/23-12/29
九州麦豚 12/23-12/29 十勝の煮豆セット 12/23-12/29 【お徳用】チーズとろーり 国産ささみチーズカツレツ12/23-12/29
宮崎黒豚 12/23-12/29 魚沼産コシヒカリ 白米レトルト 12/23-12/29 身入りしっかり 毛ガニ 12/23-12/29
フローズンフォアグラスライス（ガチョウ） 12/23-12/29 熟成天日かつおパック 12/23-12/29 北海道産 冷凍ブロッコリー 12/23-12/29
合鴨モモ肉 12/23-12/29 抹茶クリームロール 12/23-12/29 北海道産 冷凍カリフラワー 12/23-12/29
フランス産ベビーターキー 12/23-12/29 無着色 練りからし 12/23-12/29 北海道産 冷凍いんげん 12/23-12/29
カリフォルニアビーフ 12/23-12/29 無着色 生わさび 12/23-12/29 レンジで簡単！国産鶏のてづくりからあげ 12/23-12/29
北海道産 谷口さん旨牛 12/23-12/29 すだち酢 12/23-12/29 【お徳用】レンジで簡単！国産鶏のてづくりからあ 12/23-12/29
和牛の旨味を感じる 豪州黒牛 12/23-12/29 福光 小雪 12/23-12/29 金のさんま 12/23-12/29
宮崎牛 12/23-12/29 豆腐カリント 12/23-12/29 レンジで簡単！サクサクチキンカツ 12/23-12/29
かつおたくあん 12/23-12/29 お徳用焼売 12/23-12/29 【お徳用】 レンジで簡単！サクサクチキンカツ 12/23-12/29
越前玄米茶 12/23-12/29 【50円募金】包丁いらず ふっくら真あじのフィーレ 12/23-12/29 日本海の幸 4種海鮮丼の具 12/23-12/29
屋久島 縄文水 12/23-12/29 【50円募金】氷温造り アジのチーズソテー 12/23-12/29 百年つむいだ伝統の味 さば塩麹漬け 12/23-12/29
素朴な香彩 福神漬け 12/23-12/29 【50円募金】おだしのパック じん 12/23-12/29 百年つむいだ伝統の味 さんま塩麹漬け 12/23-12/29
[旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬12/23-12/29 【300円募金】アサイーエナジー（オリジナル）ケース12/23-12/29 冷凍のままフライパンで10分 北海道さんまのフィー12/23-12/29
農家が漬けた白菜漬け 12/23-12/29 北海道産煎り黒豆 12/23-12/29 【とれピチ】九州産真アジ おだしの効いた漬け 12/23-12/29
国産生姜ほうじ茶ティーバッグ 12/23-12/29 【プレゼント】はちみつりんご酢♪＋Fe（3本） 12/23-12/29 【とれピチ】九州産ぶり おだしの効いた漬け 12/23-12/29
ル カフェ 緑茶 12/23-12/29 無漂白 ドライフィリピンマンゴー 12/23-12/29 脂さっぱりラテン豚 和風おろし炒め 12/23-12/29
＜お年賀漬物＞ おかだ 山形の温海かぶ 12/23-12/29 「水出し」はねだしほうじ茶ティーバッグ 12/23-12/29 とろーり カニ甲羅グラタン 12/23-12/29
＜お年賀漬物＞ おかだ 昆布白菜 12/23-12/29 寺尾さんのこだわりいよかんぴーる 12/23-12/29 越前白山鶏 ローストレッグ（甘口 照焼） 12/23-12/29
＜お年賀漬物＞おかだ 千枚漬 12/23-12/29 ヨーグルト用ワッフルクランチ 12/23-12/29 越前白山鶏 ローストレッグ 12/23-12/29
香り引き立つ 国産生姜湯 12/23-12/29 松田のマヨネーズ（辛口） 12/23-12/29 宮崎黒豚 やわらかローストポーク 12/23-12/29
やさしい味わい 島根出雲のむぎ茶（ティーパック）12/23-12/29 凍り豆腐（高野豆腐） 12/23-12/29 和牛の旨みを感じる　豪州黒牛　ローストビーフ 12/23-12/29
マウンテンスプリングウォーター 12/23-12/29 おだしのパック じん 徳用パック（限定） 12/23-12/29 国産鶏の本格フライドチキン（スパイシー）5個 12/23-12/29
三重県産麦茶 12/23-12/29 一夜漬けの素 塩麹 12/23-12/29 国産鶏の本格フライドチキン 5個入 12/23-12/29
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 12/23-12/29 アサイーエナジー（オリジナル）ケース 12/23-12/29 いろんな料理に 長崎県産汐サバフィーレ（小サイ 12/23-12/29
【辛旨】野菜の旨みがつまった発酵韓国キムチ 12/23-12/29 松嶋シェフオリジナル 胡麻と柑橘のドレッシング 12/23-12/29 産地限定 長崎県産あじ開き 12/23-12/29
みんさんのカクテキ 12/23-12/29 香ばしローストカシュー 12/23-12/29 国産野菜を使ったエビグラタン 12/23-12/29
みんさんのチャンジャ 12/23-12/29 メープルシロップくるみ 12/23-12/29 国産野菜を使ったエビドリア 12/23-12/29
カナダの天然氷河水 2L 12/23-12/29 塩キャラメルくるみ 12/23-12/29 フライや天ぷらに 有頭エビ（5尾） 12/23-12/29
あとひきぱりぱり大根 110g 12/23-12/29 海苔屋さんがつくったふりかけ（海老） 12/23-12/29 【とれピチ】北海道産 ホッキ貝 12/23-12/29
【木綿】　こだわり品質 木綿豆腐 4P 12/23-12/29 海苔屋さんがつくったふりかけ（おから） 12/23-12/29 国産イカリングから揚げ 12/23-12/29
【きぬ】　手づくりやさん 石臼挽き豆腐 12/23-12/29 素材の味わい いかすみあたりめ 12/23-12/29 冷凍ミニたい焼き 8匹 12/23-12/29



ふっくらジューシー油揚（2枚） 12/23-12/29 素材の味わい あたりめソフト 12/23-12/29 レンジで簡単！ 食べきりサイズのとんかつ 12/23-12/29
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳12/23-12/29 素材の味わい 昆布醤油さきいか 12/23-12/29 三竹さんのあまっ娘セロリ（1株 愛知県産） 12/23-12/29
【木綿】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆12/23-12/29 素材の味わい 剣先いか 12/23-12/29 坂本さんのちぢみほうれん草(栃木県産) 12/23-12/29
こめや 野菜揚げ（ごぼう、にんじん、玉ねぎ） 12/23-12/29 素材の味わい 太さきいか 12/23-12/29 ベビー白菜(静岡県産 鈴木さん他) 12/23-12/29
こめや 絶妙食感のかまぼこ 12/23-12/29 素材の味わい いか足醤油焼き 12/23-12/29 レタス(静岡県産 鈴木さん他) 12/23-12/29
こめや ぐちのすり身でつくった蒲鉾 白 12/23-12/29 割れ二度漬け醤油せんべい（増量パック） 12/23-12/29 春菊(奈良県産 山本さん他) 12/23-12/29
こめや ぐちのすり身でつくった蒲鉾 赤 12/23-12/29 「農家のお茶」 有機煎茶 荒茶仕立て（お徳用） 12/23-12/29 篠崎さんの有機栽培小松菜（千葉県産） 12/23-12/29
いちうろこ しっとり伊達巻（中） 12/23-12/29 とまらないサクサク食感 黒糖バナナチップ 12/23-12/29 キャベツ(千葉県産 山口さん他) 12/23-12/29
豆腐屋が作った揚げ物セット（3種7品） 12/23-12/29 パン屋さんのおいしいマーガリン 12/23-12/29 三竹さんのあまっ娘キャベツ(愛知県産) 12/23-12/29
グリーンマーク 国産スモークレバー 12/23-12/29 長崎産 食べるいりこ（黒糖） 12/23-12/29 三竹さんのあまっ娘スープ用セロリ（愛知県産） 12/23-12/29
【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 12/23-12/29 長崎産 食べるいりこ（紫いも） 12/23-12/29 七草セット(奈良県産) 12/23-12/29
【小粒】本味納豆 2P 12/23-12/29 椎茸・昆布・いりこを使った 豊潤なだし（パック） 12/23-12/29 中田さんのグラントレモン(熊本県産) 12/23-12/29
無添加ベーコンブロック 12/23-12/29 ふっくら柔らか 韓国産 煮あわび（カット済み） 12/23-12/29 りんご(グラニースミス 長野県産 中村さん他) 12/23-12/29
無添加ベーコンスライス 12/23-12/29 たまごやさんのマヨネーズ 12/23-12/29 有機栽培ほうれん草（千葉県産 篠崎さん他） 12/23-12/29
国産豚のロースハムスライス 12/23-12/29 【化学調味料不使用】 具材たっぷりミートソース 12/23-12/29 チンゲンサイ（茨城県産 関さん他） 12/23-12/29
国産豚のバラベーコンスライス 12/23-12/29 丹波黒豆煮ふくふく 12/23-12/29 レタス(静岡県産 塚本さん他) 12/23-12/29
【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 12/23-12/29 やわらか生昆布巻 12/23-12/29 ブロッコリー（徳島県産 原田さん他） 12/23-12/29
お味噌汁のだしパック 12/23-12/29 やわらか昆布巻（にしん） 12/23-12/29 姫タンゴール（愛媛県産） 12/23-12/29
濃厚たまごの手作りキッシュ かぼちゃ＆玉ねぎ 12/23-12/29 やわらか昆布巻（さけ） 12/23-12/29 キャベツ(群馬県産) 12/23-12/29
ハム工房シェモワのアイスバイン 12/23-12/29 愛媛県産 和栗の甘露煮 12/23-12/29 りんご(紅玉 長野県産 宮沢さん他) 12/23-12/29
オーガニックレーズン 12/23-12/29 仁多の杵つき丸もち 12/23-12/29 レタス(長崎県産 酒井さん他) 12/23-12/29
ホットケーキミックス(無糖) 12/23-12/29 有明の生海苔たっぷり　ノンオイルドレッシング 12/23-12/29 ブロッコリー(長崎県産 福田さん他) 12/23-12/29
とろーりうまい昆布 12/23-12/29 【プレゼント】Ｏｉｗａｔｅｒ　道志村 1本 12/23-12/29 セロリ(福岡県産 鳥越さん他) 12/23-12/29
八丁みそ味北海道大豆 12/23-12/29 重ねづけ黒糖　しっとりくるみ 12/23-12/29 富有柿(奈良県産 岡本さん他) 12/23-12/29
Oisix限定 りんごとグレープシードオイルドレッシン12/23-12/29 アサイービューティー（ラズベリーミックス） 12/23-12/29 小松菜（奈良県産　仲川さん他） 12/23-12/29
フライパンで作る天然真鯛のアクアパッツァ 12/23-12/29 有機グリーンピースチップス 12/23-12/29 水菜（奈良県産　出口さん他） 12/23-12/29
オーガニック珈琲ドリンク 12/23-12/29 有機緑豆チップス 12/23-12/29 キャベツ(熊本県産 藤本さん他) 12/23-12/29
オーガニック紅茶ドリンク 12/23-12/29 おだしのパックじん（緑） 12/23-12/29 有機ベビーリーフ（熊本県産 林さん他） 12/23-12/29
お徳用 国産花かつお 12/23-12/29 おだしのパックじん（赤） 12/23-12/29 ベビーリーフ(島根県産) 12/23-12/29
お徳用 国産煮干し 12/23-12/29 アサイービューティ ラズベリーミックス 720g 12/23-12/29 サラノバレタス(福岡県産) 12/23-12/29
濃厚たまごの手作りキッシュ ほうれん草＆ベーコ12/23-12/29 奥出雲の本格杵つき鏡餅 12/23-12/29 フリルアイスレタス(徳島県産) 12/23-12/29
ふっくら丹波黒豆甘納豆 12/23-12/29 多田さんのもち米で作った角もち　700g 12/23-12/29 ゆず(愛媛県産) 12/23-12/29
鮭と帆立のクラムチャウダー 12/23-12/29 お餅をいれて温めるだけ 有機しるこ 12/23-12/29 汐見のキャベツ(静岡県産) 12/23-12/29
こはぎや本舗茶茶 五色こはぎ 12/23-12/29 紅鮭スモークサーモン切り落とし 12/23-12/29 汐見のスィートキャベツ(静岡県産) 12/23-12/29
果実の楽園からの贈り物ワイルドマンゴージュース12/23-12/29 ハム工房シェモワ しっとりローストレッグ 12/23-12/29 ほうれん草(奈良県産 松井さん他) 12/23-12/29
どらいなっとう 12/23-12/29 白たい焼き 小倉 12/23-12/29 いちご(100g 長崎県産) 12/23-12/29
山形もも ストレート果汁100％ 12/23-12/29 たい焼き（クリーム） 12/23-12/29 キャベツ（熊本県産 坂口さん他） 12/23-12/29
トンムアンミニ（コーヒー） 12/23-12/29 たい焼き（小倉） 12/23-12/29 ブロッコリー（京都府産 今井さん他） 12/23-12/29
しょうがドレッシング（生姜焼タレ） 12/23-12/29 今川焼き（小倉） 12/23-12/29 みつみかん（愛媛県産） 12/23-12/29
うのはなクッキー 12/23-12/29 今川焼き（クリーム） 12/23-12/29 みつみかん（和歌山県産） 12/23-12/29
うまいん種 12/23-12/29 焼きおにぎり 12/23-12/29 有機栽培みかん（佐賀県産） 12/23-12/29
玄米主義すっぴん煎 プレーン 12/23-12/29 手間なし手作り 子どもも食べられるハンバーグの12/23-12/29 みかん(熊本県 牛島さん他) 12/23-12/29
大豆のこだわりマヨネ 12/23-12/29 手間なし手作り本格餃子のたね 12/23-12/29 みかん(和歌山県産 上山さん他) 12/23-12/29
ブランクッキー 12/23-12/29 ミニおにぎり（七穀：6個） 12/23-12/29 ゆず(和歌山県産 松林さん他) 12/23-12/29
せとうちレモン果汁 12/23-12/29 ミニおにぎり（高菜じゃこごま：6個） 12/23-12/29 スティックセニョール(長崎県産 安達さん他) 12/23-12/29
玄米主義すっぴん煎 海老塩 12/23-12/29 雪むろじゃがいものビーフコロッケ 12/23-12/29 りんご(サンふじ 岩手県産 藤島さん他) 12/23-12/29
玄米主義すっぴん煎 うす塩 12/23-12/29 雪むろじゃがいもの野菜コロッケ 12/23-12/29 大玉りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他)12/23-12/29
庄内ひとめぼれレンチンご飯 12/23-12/29 雪むろじゃがいものカレーコロッケ 12/23-12/29 りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他) 12/23-12/29
黄金ごま菓子 12/23-12/29 雪むろじゃがいもの玉ねぎコロッケ 12/23-12/29 チンゲンサイ（熊本県産） 12/23-12/29
王隠堂農園 ねり梅（チューブ） 12/23-12/29 雪むろじゃがいものきんぴらコロッケ 12/23-12/29 小松菜（熊本県産　吉田さん他） 12/23-12/29
よつ葉 北海道十勝100 クリームチーズ 12/23-12/29 塩いくら 12/23-12/29 アボカド（メキシコ産　オリボさん他） 12/23-12/29
金時いもスティック 12/23-12/29 鳴門金時 大学ポテト 12/23-12/29 キウイフルーツ(神奈川県産 大原さん他) 12/23-12/29
金時いもチップス 12/23-12/29 【とれピチ】 味わい濃厚　北海道産冷凍うに 12/23-12/29 有機栽培小松菜（佐賀県産） 12/23-12/29
越前蔵味噌 12/23-12/29 国産豚の手作り焼きハンバーグ（冷凍） 12/23-12/29 有機栽培水菜(佐賀県産) 12/23-12/29
つぶれ梅しそ漬け 12/23-12/29 手間なし手作り 鶏つくねのたね 12/23-12/29 有機栽培ほうれん草(佐賀県産) 12/23-12/29
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