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節分 福豆セット（鬼面つき） 1/27-2/2 国産豚の肉だんご（黒酢たれ） 1/27-2/2 【小粒】　黒豆納豆2P 1/27-2/2
しぼりファーストトマト(愛知県産) 1/27-2/2 オーガニック餃子の皮 1/27-2/2 ふっくらやわらか ひきわり納豆 1/27-2/2
ハンダマ(沖縄県産 与那嶺さん他) 1/27-2/2 餃子の皮 1/27-2/2 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 1/27-2/2
いよかん(愛媛県産 越智さん他) 1/27-2/2 ワンタン・焼売の皮 1/27-2/2 【小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 1/27-2/2
レタス(長崎県産 前田さん他) 1/27-2/2 水餃子の皮 1/27-2/2 グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 1/27-2/2
有機栽培春菊（島根県産　佐々木さん他） 1/27-2/2 春巻の皮 1/27-2/2 国産豚のポークウインナー 1/27-2/2
ミニトマト(宮崎県産 石黒さん他) 1/27-2/2 湯田牛乳寒天 1/27-2/2 国産豚のあらびきウインナー 1/27-2/2
いよかん(愛媛県産 溜池さん他) 1/27-2/2 丹那 ほっぺがよろこぶ牛乳プリン 1/27-2/2 国産豚のつかいっきりミニポークウインナー 1/27-2/2
簡単水戻し 巻きやすい生春巻きの皮 1/27-2/2 やさしい味わい たまごプリン 1/27-2/2 フランクフルト（串つき） 1/27-2/2
おうちで楽しむショコラ･ショー（ダーク） 1/27-2/2 湯田の濃厚ふるふる黒ごまババロア 1/27-2/2 グリーンマーク あらびきポークウインナー 1/27-2/2
おうちで楽しむショコラ・ショー（ヘーゼルナッツ） 1/27-2/2 手づくりやさん 豆乳ドーナツ 1/27-2/2 グリーンマーク 皮なしミニウインナー 1/27-2/2
KitOisix（もっちり食感れんこんのはさみ焼き） 1/27-2/2 湯田 素材の味わいが楽しめる 田舎のプリン 1/27-2/2 グリーンマーク ほそびきポークウインナー 1/27-2/2
KitOisix（白菜のくったり重ね蒸し煮） 1/27-2/2 ふるふるとろける 濃厚こだわり極プリン 1/27-2/2 [旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬1/27-2/2
KitOisix（野菜たっぷり鮭のクリーム煮） 1/27-2/2 ふるふるとろける 濃厚こだわり極チーズプリン 1/27-2/2 農家が漬けた白菜漬け 1/27-2/2
デコして楽しいハートの濃厚チョコケーキ 1/27-2/2 湯田のふるふるキャラメルプリン 1/27-2/2 一夜漬けの素 塩麹 1/27-2/2
越前白山鶏 骨付きモモ肉（クール） 1/27-2/2 湯田のふるふるカフェオレプリン 1/27-2/2 野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 1/27-2/2
いしの屋　海鮮恵方巻き寿司（ノーカット） 1/27-2/2 しっとり 優しい甘さのおやつカステラ 1/27-2/2 【辛旨】野菜の旨みがつまった発酵韓国キムチ 1/27-2/2
恵方巻寿司（ノーカット） 1/27-2/2 ふるふるとろける 濃厚こだわり極キャラメルプリン1/27-2/2 みんさんのカクテキ 1/27-2/2
7種具材の海苔恵方巻き寿司（ノーカット） 1/27-2/2 生クリームたっぷり　いちごプリン 1/27-2/2 みんさんのチャンジャ 1/27-2/2
ふっくら真イワシの丸干し 1/27-2/2 湯田 濃厚チョコブリュレ（2個入り） 1/27-2/2 みんさんの国産白菜キムチ（パック） 1/27-2/2
冷凍のまま調理できて便利 愛知県産特大アサリ 1/27-2/2 食感と味しみ抜群 至福のおでん 1/27-2/2 隠岐國・海士の白いか開き（刺身用） 1/27-2/2
新鮮早摘みもずく 1/27-2/2 スナップエンドウ(熊本県産 大倉さん他) 1/27-2/2 [とれピチ]深川さん目利き 真鯛刺身のたっぷりフィ1/27-2/2
野菜たっぷりがんもどき 1/27-2/2 きゅうり（千葉県産） 1/27-2/2 【とれピチ】脂がのったかんぱちお刺身 1/27-2/2
チゲ鍋セット（牡蠣、真だら） 1/27-2/2 ふぞろいきゅうり（千葉県産 芝田さん他） 1/27-2/2 【とれピチ】一本釣り ぶえん鰹のお刺身 1/27-2/2
宮古島の絹糸もずく（タレ付） 1/27-2/2 なす(高知県産 小松さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】一本釣り 炭火焼かつおたたき 1/27-2/2
宮古島の蓄養太もずく（タレ付き） 1/27-2/2 パプリカ（赤　宮城県産） 1/27-2/2 【とれピチ】一本釣りかつおたたき（柚子風味） 1/27-2/2
讃岐手延べ半生うどん 1/27-2/2 パプリカ（黄　宮城県産） 1/27-2/2 ちょっと小さめ 九州産コク旨〆さば（2枚パック） 1/27-2/2
味付けおかず海苔 1/27-2/2 きゅうり（高知県産 長崎さん他） 1/27-2/2 【とれピチ】ほんのり甘い 九州産真あじのお刺身 1/27-2/2
アジ開き（冷凍） 1/27-2/2 ピーマン(愛知県産 近藤さん他) 1/27-2/2 お手軽海鮮丼 鹿児島産かつお漬け 1/27-2/2
手延べ 葛そうめん 1/27-2/2 きゅうり(熊本県産 田中さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】天然めばちマグロ（赤身/サク） 1/27-2/2
しろうさぎの豆乳(ケース） 1/27-2/2 なす(熊本県産 住野さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】天然めばちマグロ（中トロ/サク） 1/27-2/2
海鮮水炊き鍋セット（牡蠣、真だら） 1/27-2/2 きゅうり(宮崎県産 日高さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】天然めばちマグロ（赤身/ぶつ切用) 1/27-2/2
海鮮水炊き鍋セット（紅鮭、真だら、帆立） 1/27-2/2 筑陽長なす(宮崎県産 坂本さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】天然びんちょうマグロ(赤身/ぶつ切用）1/27-2/2
小豆島半生手延べうどん 1/27-2/2 いんげん(沖縄県産 大城さん他) 1/27-2/2 天然めばちマグロ（たたき身/ネギトロ用） 1/27-2/2
野菜ジュース 1/27-2/2 いんげん(沖縄県産 知念さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】九州産真鯛 おだしの効いた漬け 1/27-2/2
すっきりシークヮーサー 1/27-2/2 いんげん(沖縄県産 芳野さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】九州産真あじ 柚子風味の漬け 1/27-2/2
ふぞろい干物セット 1/27-2/2 きゅうり(徳島県産 広田さん他) 1/27-2/2 北海道産さんまのレモンじめ 1/27-2/2
宍道湖の大和しじみ 1/27-2/2 ピーマン(徳島県産 丸岡さん他) 1/27-2/2 北海道産 さんまのお刺身(未カット) 1/27-2/2
有機栽培ほうれん草(島根県産 竹岡さん他） 1/27-2/2 なす(高知県産 熊谷さん他) 1/27-2/2 長崎県産 真鯛しゃぶしゃぶセット 1/27-2/2
一口京がんも 1/27-2/2 横田さんのミニトマト（愛知県産） 1/27-2/2 旨み熟成 さば切身 1/27-2/2
手づくりやさん 石臼挽き寄せ豆腐 1/27-2/2 トマト（400g 長崎県産 杉本さん他） 1/27-2/2 旨み熟成 赤魚切身 1/27-2/2
JAS有機栽培（転換期間中） 生いもまるごとしらた1/27-2/2 トマト(熊本県産 前田さん他) 1/27-2/2 旨み熟成 シマホッケ半身 1/27-2/2
手づくりやさん 生細巻き湯葉 1/27-2/2 みつトマト(千葉県産) 1/27-2/2 旨み熟成 オホーツク天然サーモン切身 1/27-2/2
国産有機小巻きしらたき 1/27-2/2 ミニトマト(熊本県産 吉水さん他) 1/27-2/2 旨み熟成 秋鮭の切身 1/27-2/2
北海道産小麦粉100％ 伝統手綯製法 稲庭うどん1/27-2/2 ミディトマト(熊本県産 小原さん他) 1/27-2/2 旨み熟成 天然ブリ切身 1/27-2/2
手づくりやさん 豆乳たっぷりとろーり湯葉 1/27-2/2 カラフルミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 1/27-2/2 二段熟成 ふわうま銀鮭 切身 1/27-2/2
手づくりやさん 濃厚な味わい ひら湯葉 1/27-2/2 杉山さんのミニトマト(静岡県産) 1/27-2/2 【とれピチ】包丁いらず ふっくら真あじのフィーレ 1/27-2/2
宮古島の太もずく（タレ付き） 1/27-2/2 ミニトマト(完甘娘 熊本県産) 1/27-2/2 ひとくちサイズ 焼くだけ赤魚（甘塩） 1/27-2/2
宮古島の絹糸もずく（タレ付き） 1/27-2/2 虹トマト(カラフルミニトマト 福島県産) 1/27-2/2 ひとくちサイズ 焼くだけ秋鮭（甘塩） 1/27-2/2
手づくりやさん 石臼挽き豆乳＜すっきりゴクゴク＞1/27-2/2 トマト(700g 熊本県産 前田さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】しっとり おいしい真たらの切り身 1/27-2/2
手づくりやさん 石臼挽き豆乳＜しっかりとろり＞ 1/27-2/2 ミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 1/27-2/2 【とれピチ】丸ごとおいしいきびなご 1/27-2/2
しそ寄せ豆腐 1/27-2/2 ハッピートマト(ミニトマト 高知県産) 1/27-2/2 下処理済でお手軽 広島産小いわし 1/27-2/2
こめや 旨みしっかりあじ天 1/27-2/2 みんなで選んだトマト(熊本県産 小原さん他) 1/27-2/2 【骨取り天然魚】ブリの切身 1/27-2/2
こめや 香りのよいごぼう巻 1/27-2/2 ミニトマト（宮崎県産 宮崎さん他） 1/27-2/2 【骨取り天然魚】アジの切身 1/27-2/2
手づくりやさん　石臼挽きしろはだ豆乳「元気」 1/27-2/2 ミニトマト（アイコ 熊本県産 大家さん他） 1/27-2/2 【骨取り天然魚】赤魚の切身 1/27-2/2
【冬季限定】手づくりやさん石臼挽き蓮根がんも 1/27-2/2 ノンホモジャージーヨーグルト 1/27-2/2 【骨取り天然魚】サバの切身 1/27-2/2
手づくりやさん 石臼挽きしろはだ 湯豆腐(ぽん酢つ1/27-2/2 那須のむヨーグルト 1/27-2/2 【骨取り天然魚】秋鮭の切身 1/27-2/2
釜あげしらす 野沢菜入りツインパック 1/27-2/2 たべるデンマークヨーグルト[特保] 1/27-2/2 【骨取り天然魚】白身魚の切身 1/27-2/2
手づくりやさん 湯葉揚げ 1/27-2/2 【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 1/27-2/2 【とれピチ】九州産天然真鯛 1/27-2/2



おうちで楽しむショコラショー（FOR TEA バニラ） 1/27-2/2 湯田 プロバイオティクスヨーグルト 1/27-2/2 【とれピチ】ふわっふわ食感 九州産真アジ 1/27-2/2
プロ仕様冷凍真打うどん ミニダブル（5食） 1/27-2/2 【無糖】 木次プレーンヨーグルト 1/27-2/2 【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり真だら一口カッ 1/27-2/2
プロ仕様 冷凍手延べ勝りうどん 1/27-2/2 飛騨 ノンホモヨーグルト 1/27-2/2 【とれピチ】脂のり抜群 どさん子さんま 1/27-2/2
国産おから（冷凍） 1/27-2/2 北海道根釧地区 milk(ミルク) 1/27-2/2 【とれピチ】活きのいいオス限定！味わい深い秋鮭1/27-2/2
ふっくら塩紅鮭（冷凍） 1/27-2/2 木次パスチャライズ牛乳 1/27-2/2 【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり秋鮭一口カット 1/27-2/2
身が旨い 本ししゃもオス 1/27-2/2 中沢 フレッシュクリーム45％ 1/27-2/2 ネギマ鍋に便利 マグロの尾肉 1/27-2/2
卵が旨い 本ししゃもメス 1/27-2/2 飛騨高原milk（ミルク） 1/27-2/2 藻塩仕立て サバの熟成切身 1/27-2/2
【とれピチ】ワタまでまるごと 船凍するめいか 1/27-2/2 こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 1/27-2/2 藻塩仕立て 赤魚の熟成切身 1/27-2/2
【とれピチ】煮魚がおすすめ 赤がれい 1/27-2/2 極立つ旨味 徳島神山鶏 1/27-2/2 藻塩仕立て 銀鮭の熟成切身 1/27-2/2
【とれピチ】北海道サロマ湖産 天然北海しまえび 1/27-2/2 濃密な味わい 越前白山鶏 1/27-2/2 藻塩仕立て サワラの熟成切身 1/27-2/2
【大容量】ふんわり食感 かに風味かまぼこ 1/27-2/2 ふっくら食感 知床若鶏 1/27-2/2 脂のりばつぐん カツオのハラス 1/27-2/2
ふっくら油揚のもち巾着（2個） 1/27-2/2 佐賀赤鶏 手羽元 1/27-2/2 冷凍のままフライパンで10分 北海道さんまのフィー1/27-2/2
レンジで調理できる お手軽冷凍そば 1/27-2/2 カリフォルニアビーフ 1/27-2/2 いろんな料理に 長崎県産汐サバフィーレ（小サイ 1/27-2/2
【とれピチ】愛媛佐田岬の天然お刺身わかめ 1/27-2/2 北海道産 谷口さん旨牛 1/27-2/2 カナダの天然氷河水 1/27-2/2
ひとくちサイズ 焼くだけサバ（甘塩） 1/27-2/2 和牛の旨味を感じる 豪州黒牛 1/27-2/2 マウンテンスプリングウォーター 1/27-2/2
とろっととろける 北海道産刺身用甘エビ 1/27-2/2 宮崎牛 サイコロステーキ 1/27-2/2 屋久島 縄文水1500 1/27-2/2
とろっととろける 北海道産甘エビの沖漬風 1/27-2/2 北海道ポーク 1/27-2/2 子大豆もやし（長野県産） 1/27-2/2
とろっととろける 北海道産甘エビの西京漬け 1/27-2/2 脂さっぱりラテン豚 1/27-2/2 豆苗（神奈川県または山梨県または静岡県産） 1/27-2/2
梅とひじきの釜炊きごはん(2食) 1/27-2/2 土田さんのもりもり温泉たまご 1/27-2/2 細もやし(ブラックマッペもやし 長野県産) 1/27-2/2
九州産カワハギの鍋用ブツ切り 1/27-2/2 桜たまご 1/27-2/2 豆苗（岐阜県産） 1/27-2/2
たまごたっぷり からふとししゃも 8尾 1/27-2/2 うずらの卵（10個） 1/27-2/2 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 1/27-2/2
手仕上げ　釜餅よもぎ 1/27-2/2 「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 1/27-2/2
手仕上げ　釜餅古代米 1/27-2/2 たまご 1/27-2/2
KitOisix（国産ウィンナーと旬野菜のシチュー） 1/27-2/2 平飼い有精卵 1/27-2/2
生パスタ専門店監修 豆と豚バラのトマトソース 1/27-2/2 若鶏のたまご 1/27-2/2
生パスタ専門店監修 ツナのトマトソース 1/27-2/2 おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 1/27-2/2
生パスタ専門店監修 ゴルゴンゾーラクリームソー 1/27-2/2 葉酸たまご 1/27-2/2
豆あじの南蛮漬 1/27-2/2 福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 1/27-2/2
そのままおかずにもう一品 ハタハタの南蛮漬 1/27-2/2 深部さんのたまご 1/27-2/2
そのままおかずにもう一品 さばの雪見おろし 1/27-2/2 豆腐屋さんが作った 豆乳鍋の素 1/27-2/2
そのままおかずにもう一品 さわらの雪見おろし 1/27-2/2 【木綿】　こだわり品質 木綿豆腐 4P 1/27-2/2
そのままおかずにもう一品 秋鮭の雪見おろし 1/27-2/2 【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 1/27-2/2
そのままおかずにもう一品 境港産まいわしの南蛮1/27-2/2 【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐 1/27-2/2
湯せんで簡単料亭の味 サバの煮つけ 1/27-2/2 【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 1/27-2/2
湯せんで簡単料亭の味 カレイの煮つけ 1/27-2/2 しろうさぎの豆乳 1/27-2/2
はやきたモッツァレラチーズ 1/27-2/2 きざみ揚げ （凍） 1/27-2/2
はやきたブルーチーズ 1/27-2/2 味付いなりあげ 1/27-2/2
木次ナチュラルスナッカー（さけるチーズ） 1/27-2/2 高野山ごまとうふ 1/27-2/2
よつ葉 北海道十勝100 チェダーチーズ 1/27-2/2 【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 やわら1/27-2/2
よつ葉 北海道十勝100 ゴーダチーズ 1/27-2/2 手づくりやさん 石臼挽き油揚げ 1/27-2/2
よつ葉 北海道十勝100 厚切りチェダースライス(1 1/27-2/2 ふっくらジューシー油揚（2枚） 1/27-2/2
スライスナチュラルチーズ とろけるモッツァレラ 1/27-2/2 JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳1/27-2/2
スパゲティ 1.8mm（生麺） 1/27-2/2 【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 1/27-2/2
ラザニア（パスタシート 生麺） 1/27-2/2 【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆1/27-2/2
手延べ風 リッチなタリアテッレ(生麺) 1/27-2/2 たまごが濃厚 たまごどうふ（） 1/27-2/2
しっとりやわらか 長時間発酵食パン 1/27-2/2 グリーンマーク 国産スモークレバー 1/27-2/2
ホシノ天然酵母 フルーツ・ナッツ入りライ麦ブレッド1/27-2/2 【小粒】けんこうくん納豆カップ 1/27-2/2
ホシノ天然酵母 食パン 1/27-2/2 【小粒】本味納豆 2P 1/27-2/2
ホシノ天然酵母 クロワッサン 1/27-2/2 グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 1/27-2/2
ホシノ天然酵母 バターロール 1/27-2/2 国産豚のロースハムスライス 1/27-2/2
野菜を食べる 塩焼きそば 1/27-2/2 国産豚のバラベーコンスライス 1/27-2/2
グリーンマーク ミートボール 1/27-2/2 【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆 1/27-2/2
国産豚の手作り焼きハンバーグ 1/27-2/2 【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 1/27-2/2
ちっちゃなお口も食べやすい 国産若鶏ひとくちつく1/27-2/2 【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 1/27-2/2
5種の野菜を使った国産若鶏のつくね 1/27-2/2 【中粒】国産わら納豆 1/27-2/2
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