
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) 12/30-1/5 【絹】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 12/30-1/5
KitOisix（ヘルシーな豚の野菜巻き煮） 12/30-1/5 【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 12/30-1/5
KitOisix（三竹さんのあまっ娘セロリと鶏肉の炒め物12/30-1/5 【小粒】本味納豆 2P 12/30-1/5
KitOisix（国産ウィンナーと旬野菜のシチュー） 12/30-1/5 【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 12/30-1/5
よつ葉バター（食塩不使用） 12/30-1/5 【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 12/30-1/5
よつ葉バター（加塩） 12/30-1/5 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 12/30-1/5
【お弁当コースおためし用】一口ソーストンカツ 12/30-1/5 【小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 12/30-1/5
うずらの卵 12/30-1/5 グリーンマーク 国産スモークレバー 12/30-1/5
たまご 12/30-1/5 おさかなソーセージ 甘口カレー味 12/30-1/5
若鶏のたまご 12/30-1/5 おさかなソーセージ 12/30-1/5
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 12/30-1/5 海のソーセージ 12/30-1/5
葉酸たまご6個入り 12/30-1/5 生パスタ専門店監修 豆と豚バラのトマトソース 12/30-1/5
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 12/30-1/5 生パスタ専門店監修 ツナのトマトソース 12/30-1/5
北海道根釧地区 milk(ミルク) 12/30-1/5 生パスタ専門店監修 ゴルゴンゾーラクリームソー 12/30-1/5
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 12/30-1/5 プレミアムオイルサーディン 12/30-1/5
飛騨高原milk（ミルク） 12/30-1/5 はやきたブルーチーズ 12/30-1/5
特選よつ葉無脂肪牛乳 12/30-1/5 木次ナチュラルスナッカー（さけるチーズ） 12/30-1/5
ノンホモジャージーヨーグルト 12/30-1/5 よつ葉 北海道十勝100 チェダーチーズ 12/30-1/5
那須のむヨーグルト 12/30-1/5 よつ葉 北海道十勝100 ゴーダチーズ 12/30-1/5
湯田 プロバイオティクスヨーグルト 12/30-1/5 よつ葉 北海道十勝100 厚切りチェダースライス(1 12/30-1/5
【無糖】湯田 プロバイオティクスヨーグルト 12/30-1/5 スライスナチュラルチーズ とろけるモッツァレラ 12/30-1/5
湯田 まぜてとろーりなめらかヨーグルト（低脂肪） 12/30-1/5 ちっちゃな温泉パン（くるみ） 12/30-1/5
[無糖]プロバイオティクス菌LAFTI L10那須ヨーグ 12/30-1/5 ちっちゃな 温泉パン（メープルキャラメル） 12/30-1/5
旨み熟成 さば切身 12/30-1/5 国産豚の手作り焼きハンバーグ 12/30-1/5
旨み熟成 赤魚切身 12/30-1/5 ぷりぷり知床若鶏 和風しょうが風味 12/30-1/5
旨み熟成 シマホッケ半身 12/30-1/5 しっとり 優しい甘さのおやつカステラ 12/30-1/5
旨み熟成 オホーツク天然サーモン切身 12/30-1/5 湯田 濃厚チョコブリュレ（2個入り） 12/30-1/5
二段熟成 ふわうま銀鮭 切身 12/30-1/5 丹波黒豆入りどら焼き 12/30-1/5
【とれピチ】包丁いらず ふっくら真あじのフィーレ 12/30-1/5 柿なます 12/30-1/5
ひとくちサイズ 焼くだけ赤魚（甘塩） 12/30-1/5 三竹さんのあまっ娘セロリ 12/30-1/5
ひとくちサイズ 焼くだけ秋鮭（甘塩） 12/30-1/5 キャベツ(千葉県産 山口さん他) 12/30-1/5
【とれピチ】しっとり おいしい真たらの切り身 12/30-1/5 三竹さんのあまっ娘キャベツ(愛知県産) 12/30-1/5
【とれピチ】丸ごとおいしいきびなご 12/30-1/5 七草セット(奈良県産) 12/30-1/5
下処理済でお手軽 広島産小いわし 12/30-1/5 セロリ(福岡県産 鳥越さん他) 12/30-1/5
【骨取り天然魚】ブリの切身 12/30-1/5 レタス(長崎県産 前田さん他) 12/30-1/5
【骨取り天然魚】アジの切身 12/30-1/5 キャベツ(熊本県産 藤本さん他) 12/30-1/5
【骨取り天然魚】赤魚の切身 12/30-1/5 サラノバレタス(福岡県産) 12/30-1/5
【骨取り天然魚】サバの切身 12/30-1/5 スティックセニョール(長崎県産 安達さん他) 12/30-1/5
【骨取り天然魚】秋鮭の切身 12/30-1/5 有機栽培小松菜（佐賀県産） 12/30-1/5
【骨取り天然魚】白身魚の切身 12/30-1/5 有機栽培水菜(佐賀県産) 12/30-1/5
【とれピチ】九州産天然真鯛 12/30-1/5 有機栽培ほうれん草(佐賀県産) 12/30-1/5
【とれピチ】ふわっふわ食感 九州産真アジ 12/30-1/5 丹沢フリルレタス（神奈川県） 12/30-1/5
【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり真だら一口カッ 12/30-1/5 ミニ白菜(和歌山県産 津田さん他) 12/30-1/5
【とれピチ】脂のり抜群 どさん子さんま 12/30-1/5 ミニカリフラワー(熊本県産 西田さん他) 12/30-1/5
【とれピチ】活きのいいオス限定！味わい深い秋鮭12/30-1/5 ベビー白菜(長崎県産 栗原さん他) 12/30-1/5
【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり秋鮭一口カット 12/30-1/5 ほうれん草（長野県産　本多さん他） 12/30-1/5
ネギマ鍋に便利 マグロの尾肉 12/30-1/5 子大豆もやし（長野県産） 12/30-1/5
藻塩仕立て サバの熟成切身 12/30-1/5 豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 12/30-1/5
藻塩仕立て 赤魚の熟成切身 12/30-1/5 細もやし(ブラックマッペもやし 長野県産) 12/30-1/5
藻塩仕立て 銀鮭の熟成切身（3切） 12/30-1/5 豆苗（岐阜県産） 12/30-1/5
藻塩仕立て サワラの熟成切身 12/30-1/5 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 12/30-1/5
藻塩仕立て 銀鮭の熟成切身（2枚） 12/30-1/5 横田さんのミニトマト（愛知県産） 12/30-1/5
脂のりばつぐん カツオのハラス 12/30-1/5 トマト(熊本県産 前田さん他) 12/30-1/5
冷凍のままフライパンで10分 北海道さんまのフィー12/30-1/5 ミディトマト(熊本県産 小原さん他) 12/30-1/5
いろんな料理に 長崎県産汐サバフィーレ 12/30-1/5 トマト(700g 熊本県産 前田さん他) 12/30-1/5
お鍋にどうぞ 北海道産タラのブツ切り 12/30-1/5 みんなで選んだトマト(熊本県産 小原さん他) 12/30-1/5
釜揚げしらす ツインパック 12/30-1/5 パイナップル（フィリピン産） 12/30-1/5
プチプチ食感 博多辛子明太子 12/30-1/5 中田さんのグラントレモン(熊本県産) 12/30-1/5
プチプチ食感 無着色たらこ 12/30-1/5 有機栽培バナナ（ペルー産） 12/30-1/5



塩いくら 12/30-1/5 姫タンゴール（愛媛県産） 12/30-1/5
【とれピチ】旨み凝縮 ねっとり濃厚いくら醤油漬 12/30-1/5 バナナ（エクアドル産） 12/30-1/5
上質なパリパリ歯ごたえ 北海道産味付数の子 12/30-1/5 富有柿(奈良県産 岡本さん他) 12/30-1/5
アラスカ産　味付け数の子 12/30-1/5 みかん(和歌山県産 西野さん他) 12/30-1/5
おうちで焼きたて ほたてのコキール 12/30-1/5 みかん(愛媛県産 渡部さん他) 12/30-1/5
【とれピチ】北海道産 ホッキ貝 12/30-1/5 ゆず(愛媛県産) 12/30-1/5
極立つ旨味 徳島神山鶏 12/30-1/5 みつみかん（愛媛県産） 12/30-1/5
ふっくら食感 知床若鶏 12/30-1/5 みつみかん（和歌山県産） 12/30-1/5
佐賀赤鶏 手羽元 12/30-1/5 有機栽培みかん（佐賀県産） 12/30-1/5
カリフォルニアビーフ 12/30-1/5 みかん(和歌山県産 上山さん他) 12/30-1/5
北海道産 谷口さん旨牛 12/30-1/5 お得用有田みかん(和歌山県産 生駒さん他) 12/30-1/5
とろける旨味 宮崎黒毛和牛 12/30-1/5 りんご(サンふじ 岩手県産 藤島さん他) 12/30-1/5
和牛の旨味を感じる 豪州黒牛 12/30-1/5 大玉りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他)12/30-1/5
館ヶ森高原豚 12/30-1/5 りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他) 12/30-1/5
北海道ポーク 12/30-1/5 アボカド（メキシコ産　オリボさん他） 12/30-1/5
脂さっぱりラテン豚 12/30-1/5 国産レモン(和歌山県産 中山さん他) 12/30-1/5
九州麦豚 12/30-1/5 ハイランドバナナ(フィリピン産) 12/30-1/5
濃密な味わい 越前白山鶏 12/30-1/5 ハウス不知火(熊本県産 中田さん他) 12/30-1/5
かつおたくあん 12/30-1/5 レモン(愛媛県産 西部さん他) 12/30-1/5
つぶれ梅しそ漬け 12/30-1/5 天津栗（中国河北省産） 12/30-1/5
素朴な香彩 福神漬け 12/30-1/5 いちご（紅ほっぺ 静岡県産） 12/30-1/5
合鴨モモ肉 12/30-1/5 スナップエンドウ(熊本県産 大倉さん他) 12/30-1/5
一夜漬けの素 塩麹 12/30-1/5 なす(高知県産 小松さん他) 12/30-1/5
＜お年賀漬物＞ おかだ 山形の温海かぶ 12/30-1/5 パプリカ（赤　宮城県産） 12/30-1/5
＜お年賀漬物＞ おかだ 昆布白菜 12/30-1/5 パプリカ（黄　宮城県産） 12/30-1/5
＜お年賀漬物＞おかだ 千枚漬 12/30-1/5 きゅうり（高知県産 長崎さん他） 12/30-1/5
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 12/30-1/5 いんげん(沖縄県産 大城さん他) 12/30-1/5
【辛旨】野菜の旨みがつまった発酵韓国キムチ 12/30-1/5 いんげん(沖縄県産 知念さん他) 12/30-1/5
南イタリアの塩水漬け ミックスオリーブ 12/30-1/5 いんげん(沖縄県産 芳野さん他) 12/30-1/5
あとひきぱりぱり大根 110g 12/30-1/5 きゅうり(徳島県産 広田さん他) 12/30-1/5
こめや もっちり揚げボール 12/30-1/5 小ねぎ（千葉県産 堀澄さん他 12/30-1/5
こめや 野菜揚げ（ごぼう、にんじん、玉ねぎ） 12/30-1/5 信州白土ねぎ（下仁田ねぎ 長野県産) 12/30-1/5
こめや 絶妙食感のかまぼこ 12/30-1/5 奄美しょうが(鹿児島県産 市来さん他) 12/30-1/5
こめや ぐちのすり身でつくった蒲鉾 白 12/30-1/5 もって恋ねぎ(兵庫県産 荒木さん他) 12/30-1/5
こめや ぐちのすり身でつくった蒲鉾 赤 12/30-1/5 しょうが（熊本県産　吉岡さん他） 12/30-1/5
いちうろこ しっとり伊達巻 12/30-1/5 長ねぎ(長崎県産 栗原一清さん他) 12/30-1/5
おさかな団子（カンパチ中落ち） 12/30-1/5 大葉（宮崎県産 野中さん他） 12/30-1/5
別所のおすすめおでん種セット（だし付き） 12/30-1/5
ふんわり食感 かに風味かまぼこ 12/30-1/5
ほんのり甘くてお出汁もおいしい アジのつみれボ 12/30-1/5
好きな分だけ解凍できる 北海道産さんまのつみれ12/30-1/5
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 12/30-1/5
しろうさぎの豆乳 12/30-1/5
きざみ揚げ （凍） 12/30-1/5
味付いなりあげ 12/30-1/5
高野山ごまとうふ 12/30-1/5
ふっくらジューシー油揚（2枚） 12/30-1/5
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳12/30-1/5
凍り豆腐（高野豆腐） 12/30-1/5
【木綿】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆12/30-1/5
【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆12/30-1/5
切れているから便利！一口厚揚げ 12/30-1/5
たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 12/30-1/5
【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P12/30-1/5
【木綿】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 12/30-1/5
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