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ふぞろいネーブル(和歌山県産) 1/6-1/12 野菜炒めにどうぞ ぷりぷり知床若鶏の和風香味だ1/6-1/12 有機栽培たまねぎ(大小玉込み 北海道産) 1/6-1/12
ふぞろい割れにんじん(熊本県産) 1/6-1/12 野菜炒めにどうぞ 国産豚小間切れのスパイシー味1/6-1/12 にんじん(新潟県産 飯塚さん他) 1/6-1/12
お得用ベビーレタスミックス(熊本県産) 1/6-1/12 野菜炒めにどうぞ 国産豚モモ細切りの焼肉味 1/6-1/12 栗じゃがいも(インカのめざめ 北海道産 疋田さん他1/6-1/12
ブロッコリー(宮崎県産 前田さん他) 1/6-1/12 フライパンで焼ける アジの開き（中骨なし） 1/6-1/12 さつまいも(千葉県産 木内さん他) 1/6-1/12
ミニトマト(完甘娘 熊本県産) 1/6-1/12 【とれピチ】一本釣り ぶえん鰹のお刺身 1/6-1/12 お徳用有機栽培小玉玉ねぎ(北海道産) 1/6-1/12
青島みかん(熊本県産) 1/6-1/12 お手軽海鮮丼 鹿児島産かつお漬け 1/6-1/12 ウーハン(里芋 奈良県産 杉浦さん他) 1/6-1/12
ネーブル(和歌山県産) 1/6-1/12 【とれピチ】九州産真鯛 おだしの効いた漬け 1/6-1/12 里いも(奈良県産 杉浦さん他) 1/6-1/12
はっさく(和歌山県産) 1/6-1/12 【とれピチ】九州産真あじ 柚子風味の漬け 1/6-1/12
はれひめ(熊本県産) 1/6-1/12 ピュアチーズケーキ 1/6-1/12
三竹さんのあまっ娘カリフラワー(愛知県産) 1/6-1/12 もっちもっち豆乳ドーナッツ（白蜜） 1/6-1/12
新じゃがいも(長崎県産 松尾さん他) 1/6-1/12 もっちもっち豆乳ドーナッツ（黒糖） 1/6-1/12
KitOisix（熟成天然ブリと大根の中華風うま煮） 1/6-1/12 Bio sweet's capo.capo クリスマス・シフォン 1/6-1/12
KitOisix(鶏肉とお揚げの炒め煮） 1/6-1/12 うす甘納豆黒豆 無選別 200g 1/6-1/12
KitOisix（変わりハンバーグのトマトソース煮込み）1/6-1/12 やわらかぬれ餅 1/6-1/12
KitOisix（豆腐の野菜たっぷりピリ辛肉味噌あんか1/6-1/12 黒糖わらびもち 1/6-1/12
土田さんのもりもり温泉たまご 1/6-1/12 うなぎのポリット 1/6-1/12
桜たまご 1/6-1/12 うず芋ようかん 1/6-1/12
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 1/6-1/12 わらび餅風抹茶こんにゃく（抹茶） 1/6-1/12
濃厚で新鮮なたまご 1/6-1/12 芋ようかん（黄金） 1/6-1/12
平飼い有精卵 1/6-1/12 小割れたまごせんべい 1/6-1/12
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 1/6-1/12 割れ渋皮栗甘納豆 1/6-1/12
若鶏のたまご 1/6-1/12 もっちもっち豆乳ドーナッツ（抹茶） 1/6-1/12
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 1/6-1/12 しぼりファーストトマト(愛知県産) 1/6-1/12
葉酸たまご 1/6-1/12 横田さんのミニトマト（愛知県産） 1/6-1/12
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 1/6-1/12 トマト(熊本県産 前田さん他) 1/6-1/12
深部さんのたまご 1/6-1/12 みつトマト(千葉県産) 1/6-1/12
【低脂肪】 よつ葉 特選 北海道十勝低脂肪牛乳 1/6-1/12 ミニトマト(熊本県産 吉水さん他) 1/6-1/12
北海道根釧地区 milk(ミルク) 1/6-1/12 ミディトマト(熊本県産 小原さん他) 1/6-1/12
木次パスチャライズ牛乳 1/6-1/12 カラフルミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 1/6-1/12
飛騨高原milk（ミルク） 1/6-1/12 杉山さんのミニトマト(静岡県産) 1/6-1/12
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 1/6-1/12 ミニトマト(完甘娘 熊本県産) 1/6-1/12
中沢 産地限定生クリームプレミアムフレッシュ 1/6-1/12 虹トマト(カラフルミニトマト 福島県産) 1/6-1/12
特選よつ葉無脂肪牛乳 1/6-1/12 トマト(700g 熊本県産 前田さん他) 1/6-1/12
ノンホモジャージーヨーグルト 1/6-1/12 ミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 1/6-1/12
那須のむヨーグルト 1/6-1/12 ハッピートマト(ミニトマト 高知県産) 1/6-1/12
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 1/6-1/12 みんなで選んだトマト(熊本県産 小原さん他) 1/6-1/12
【小粒】けんこうくん納豆カップ 1/6-1/12 ミニトマト（アイコ 熊本県産 大家さん他） 1/6-1/12
【小粒】本味納豆 1/6-1/12 スナップエンドウ(熊本県産 大倉さん他) 1/6-1/12
のむデンマークヨーグルト[特保] 1/6-1/12 きゅうり（千葉県産） 1/6-1/12
湯田 プロバイオティクスヨーグルト 1/6-1/12 ふぞろいきゅうり（千葉県産 芝田さん他） 1/6-1/12
【無糖】湯田 プロバイオティクスヨーグルト 1/6-1/12 なす(高知県産 小松さん他) 1/6-1/12
湯田 まぜてとろーりなめらかヨーグルト（低脂肪） 1/6-1/12 パプリカ（赤　宮城県産） 1/6-1/12
【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆 1/6-1/12 パプリカ（黄　宮城県産） 1/6-1/12
[無糖]プロバイオティクス菌LAFTI L10那須ヨーグ 1/6-1/12 きゅうり（高知県産 長崎さん他） 1/6-1/12
【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 1/6-1/12 ピーマン(愛知県産 近藤さん他) 1/6-1/12
【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 1/6-1/12 きゅうり(熊本県産 田中さん他) 1/6-1/12
【中粒】国産わら納豆 1/6-1/12 なす(熊本県産 住野さん他) 1/6-1/12
【小粒】　黒豆納豆 1/6-1/12 きゅうり(宮崎県産 日高さん他) 1/6-1/12
ふっくらやわらか ひきわり納豆 1/6-1/12 筑陽長なす(宮崎県産 坂本さん他) 1/6-1/12
【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 1/6-1/12 いんげん(沖縄県産 大城さん他) 1/6-1/12
福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 1/6-1/12 いんげん(沖縄県産 知念さん他) 1/6-1/12
【小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 1/6-1/12 いんげん(沖縄県産 芳野さん他) 1/6-1/12
[旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬1/6-1/12 きゅうり(徳島県産 広田さん他) 1/6-1/12
農家が漬けた白菜漬け 1/6-1/12 ピーマン(徳島県産 丸岡さん他) 1/6-1/12
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 1/6-1/12 なす(高知県産 熊谷さん他) 1/6-1/12
【木綿】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆1/6-1/12 小ねぎ（千葉県産 堀澄さん他 1/6-1/12
【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆1/6-1/12 ふぞろいバラにんにく(青森県産) 1/6-1/12
手づくりやさんおいなりさん用揚げ「このままいなり1/6-1/12 ニラ(福島県産) 1/6-1/12
【木綿】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 1/6-1/12 ニラ（福岡県産） 1/6-1/12



【絹】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 1/6-1/12 信州白土ねぎ（下仁田ねぎ 長野県産) 1/6-1/12
2個がお得　ふっくら油揚（2枚） 1/6-1/12 汐ねぎ(石川県産) 1/6-1/12
グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 1/6-1/12 四万十の生姜(高知県産) 1/6-1/12
おさかなソーセージ 甘口カレー味 1/6-1/12 奄美しょうが(鹿児島県産 市来さん他) 1/6-1/12
おさかなソーセージ 1/6-1/12 にんにく（青森県産 松林さん他） 1/6-1/12
国産豚のつかいっきりミニポークウインナー 1/6-1/12 リーフセロリ(熊本県産) 1/6-1/12
フランクフルト（串つき） 1/6-1/12 もって恋ねぎ(兵庫県産 荒木さん他) 1/6-1/12
海のソーセージ 1/6-1/12 長ねぎ(山形県産) 1/6-1/12
グリーンマーク あらびきポークウインナー 1/6-1/12 しょうが（熊本県産　吉岡さん他） 1/6-1/12
グリーンマーク 皮なしミニウインナー 1/6-1/12 九条葱（京都府産 佐野さん他） 1/6-1/12
グリーンマーク 国産スモークレバー 1/6-1/12 長ねぎ(長崎県産 栗原一清さん他) 1/6-1/12
無添加ベーコンブロック 1/6-1/12 ニラ（熊本県産　小原さん他） 1/6-1/12
無添加ベーコンスライス 1/6-1/12 大葉（宮崎県産 野中さん他） 1/6-1/12
グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 1/6-1/12 有機栽培小ねぎ（島根県産） 1/6-1/12
国産豚のロースハムスライス 1/6-1/12 パセリ(熊本県産) 1/6-1/12
国産豚のバラベーコンスライス 1/6-1/12 子大豆もやし（長野県産） 1/6-1/12
北海道産フレンチポテト 1/6-1/12 豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 1/6-1/12
北海道産シューストリングポテト 1/6-1/12 細もやし(ブラックマッペもやし 長野県産) 1/6-1/12
北海道産皮付きフライポテト 1/6-1/12 豆苗（岐阜県産） 1/6-1/12
種子島安納いも 小いもっ娘（焼きいも） 1/6-1/12 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 1/6-1/12
北海道産冷凍ミックスベジタブル 1/6-1/12 ピーチかぶ(千葉県産) 1/6-1/12
北海道産冷凍えだまめ 1/6-1/12 鳴門金時(徳島県産) 1/6-1/12
北海道産 冷凍ブロッコリー 1/6-1/12 有機栽培ジュース用ふぞろいにんじん(茨城県産)1/6-1/12
北海道産 冷凍カリフラワー 1/6-1/12 三竹さんのあまっ娘完熟ミニ大根(愛知県産) 1/6-1/12
北海道産 冷凍いんげん 1/6-1/12 さつまいも(千葉県産 加瀬さん他) 1/6-1/12
別所のおすすめおでん種セット（だし付き） 1/6-1/12 栗じゃがいも（インカのめざめ 北海道産 山内さん1/6-1/12
ほんのり甘くてお出汁もおいしい アジのつみれボ 1/6-1/12 じゃがいも(とうや 北海道産 西川さん他) 1/6-1/12
JAS有機栽培 生いもまるごとこんにゃく 1/6-1/12 玉ねぎ(北海道産 柴田さん他) 1/6-1/12
すっぱいサッパリ ところてん 100g×2個パック 1/6-1/12 じゃがいも(男爵 北海道産 斉藤さん他) 1/6-1/12
鍋の〆はヘルシーに　豆乳こんにゃく麺220g 1/6-1/12 ふぞろいじゃがいも(男爵 北海道産 斉藤さん他) 1/6-1/12
みかんジュース まるごと2.5個 1/6-1/12 小玉じゃがいも(とうや 北海道産 西川さん他) 1/6-1/12
米と麹だけの甘酒 1/6-1/12 さつまいも(千葉県産 菅井さん他) 1/6-1/12
おさつボーロ 1/6-1/12 大根（千葉県産 塙さん他） 1/6-1/12
海草せんべい 68g 1/6-1/12 ミニ大根（徳島県産 吉本さん他） 1/6-1/12
野菜せんべい 55g 1/6-1/12 えびこいも(えび芋 京都府産) 1/6-1/12
根菜スナック 50g 1/6-1/12 里いも(千葉県産 田中さん他) 1/6-1/12
豆乳プチクッキー 9g × 5 1/6-1/12 じゃがいも(メークイン 北海道産 川村さん他) 1/6-1/12
タマゴボーロ 16g × 5 1/6-1/12 甘一にんじん(千葉県産) 1/6-1/12
ミニ動物ビスケット 20g × 5 1/6-1/12 にんじん(神奈川県産 山森さん他) 1/6-1/12
えび小判3枚 × 5 1/6-1/12 玉ねぎ（さらさらレッド　北海道産） 1/6-1/12
野菜プチクッキー 10g × 5 1/6-1/12 キャラメル玉ねぎ(北海道産 吉田さん他) 1/6-1/12
おさかなソーセージ 1/6-1/12 じゃがいも(キタアカリ 北海道産) 1/6-1/12
ワインによく合うオイルサーディン 1/6-1/12 キャラメル玉ねぎ(北海道産 神田さん他) 1/6-1/12
チーズ屋さんのちーずふぉんでゅ 1/6-1/12 じゃがいも(男爵 北海道産 黒木さん他) 1/6-1/12
パウダーチーズ パルミジャーノレジャーノ（伊） 1/6-1/12 ふぞろいじゃがいも(男爵 北海道産 黒木さん他) 1/6-1/12
＜リン酸塩不使用＞おやつチーズ 1/6-1/12 じゃがいも(キタアカリ 北海道産 黒木さん他) 1/6-1/12
フリコの厚切りゴーダスライス　4枚入り 1/6-1/12 ふぞろいじゃがいも(キタアカリ 北海道産 黒木さん1/6-1/12
スライスナチュラルチーズ レッドチェダー 1/6-1/12 汐見の赤土大根(静岡県産) 1/6-1/12
デザートクリームチーズ　ラムレーズン 1/6-1/12 岩国れんこん(220g 山口県産 志村さん他) 1/6-1/12
ハイジの白パン 1/6-1/12 れんこん(愛知県産 山田さん他) 1/6-1/12
カスタードクリームパン 1/6-1/12 じゃがいも食べ比べセット(北海道産) 1/6-1/12
チョコレートパン 1/6-1/12 大根（京都府産 岡嶋さん他） 1/6-1/12
ホシノ天然酵母入りしっとり食感メロンパン 1/6-1/12 キャラメル玉ねぎ(北海道産 刈谷さん他) 1/6-1/12
ホシノ天然酵母入りあんぱん 1/6-1/12 ごぼう(北海道産 和田さん他) 1/6-1/12
グリーンマーク 国産スモークレバー 1/6-1/12 赤玉ねぎ(兵庫県産) 1/6-1/12
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