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有機栽培にんじん(宮崎県産) 2/10-2/16 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 2/10-2/16 はっさく(和歌山県産) 2/10-2/16
はるみ(愛媛県産 越智さん他) 2/10-2/16 【小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 2/10-2/16 バナナ（エクアドル産） 2/10-2/16
小松菜（奈良県産　仲川さん他） 2/10-2/16 グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 2/10-2/16 はるか（愛媛県産 白石さん他） 2/10-2/16
レタス(長崎県産 前田さん他) 2/10-2/16 おさかなソーセージ 甘口カレー味 2/10-2/16 ポンカン（愛媛県産 白石さん他） 2/10-2/16
きんかん(宮崎県産 西岡さん他) 2/10-2/16 おさかなソーセージ 2/10-2/16 ポンカン（熊本県産 木村さん他） 2/10-2/16
れんげ草コシヒカリ 埼玉県馬宮産（玄米）2kg 2/10-2/16 国産豚のつかいっきりミニポークウインナー 2/10-2/16 みかん(熊本県 牛島さん他) 2/10-2/16
デザートクリームチーズ　ラムレーズン 2/10-2/16 フランクフルト（串つき） 2/10-2/16 りんご(グラニースミス 長野県産 中村さん他) 2/10-2/16
【とれピチ】旨み凝縮 ねっとり濃厚いくら醤油漬 2/10-2/16 海のソーセージ 2/10-2/16 りんご(サンふじ 岩手県産 藤島さん他) 2/10-2/16
【お弁当おためし用】スパイシーチキン 2/10-2/16 グリーンマーク ほそびきポークウインナー 2/10-2/16 りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他) 2/10-2/16
【お弁当おためし用】豚の塩麹焼き 2/10-2/16 グリーンマーク 国産スモークレバー 2/10-2/16 りんご(ふじ 長野県 中村さん他) 2/10-2/16
【お弁当おためし用】牛肉のしぐれ煮 2/10-2/16 グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 2/10-2/16 りんご（ふじ 長野県産 寺沢さん他） 2/10-2/16
ピーチかぶ(千葉県産) 2/10-2/16 国産豚のロースハムスライス 2/10-2/16 レモン(愛媛県産 西部さん他) 2/10-2/16
篠崎さんの有機栽培小松菜（千葉県産） 2/10-2/16 国産豚のバラベーコンスライス 2/10-2/16 国産レモン(和歌山県産 中山さん他) 2/10-2/16
ピーマン(沖縄県産 吉田さん他) 2/10-2/16 北海道の玉ねぎソテー 2/10-2/16 種なしきんかん（徳島県産） 2/10-2/16
はるみ(愛媛県産 白石さん他) 2/10-2/16 杉樽仕込 純正醤油（うすくち） 2/10-2/16 匠みかん(熊本県産) 2/10-2/16
ミニトマト(宮崎県産 白川さん他) 2/10-2/16 甘さ控えめ 特別栽培小豆 ゆで小豆 2/10-2/16 小玉キウイフルーツ(和歌山県産) 2/10-2/16
きゅうり(千葉県産 石毛さん他) 2/10-2/16 清水屋有機トマトケチャップ 2/10-2/16 小玉りんご（ふじ 長野県産 寺沢さん他） 2/10-2/16
かぼっコリー(沖縄県産 上地さん他) 2/10-2/16 まつやの五目がゆ 2/10-2/16 小玉葉とらずりんご(ふじ 岩手県産) 2/10-2/16
カットかぼっコリー(1/2玉 上地さん他) 2/10-2/16 麻布紅茶 ジンジャーティーバッグ 2/10-2/16 青島みかん(熊本県産) 2/10-2/16
りんご(ふじ 北海道産 泉谷さん他) 2/10-2/16 国内産八種雑穀米 2/10-2/16 中田さんのグラントレモン(熊本県産) 2/10-2/16
小玉りんご(ふじ 北海道産 泉谷さん他) 2/10-2/16 無添加 ライトツナフレーク 米油漬 2/10-2/16 天津栗（中国河北省産） 2/10-2/16
ブロッコリー(和歌山県産 児玉さん他) 2/10-2/16 イタリアの畑から あらくつぶしたトマト 2/10-2/16 有機栽培バナナ（ペルー産） 2/10-2/16
九条葱（京都府産 佐野さん他） 2/10-2/16 ていねいにつくったトマトのソース 基本の味わい 2/10-2/16 葉とらずりんご(ふじ 岩手県産) 2/10-2/16
KitOisix（旨味熟成赤魚と大根の中華風うま煮） 2/10-2/16 伝統栽培　北海道産黒豆 2/10-2/16 ウーハン(里芋 奈良県産 杉浦さん他) 2/10-2/16
KitOisix（あまっ娘キャベツと肉団子のピリ辛味噌煮2/10-2/16 北海道産フレンチポテト 2/10-2/16 えびこいも(えび芋 京都府産) 2/10-2/16
KitOisix（越前白山鶏と根菜のクリーム煮） 2/10-2/16 北海道産シューストリングポテト 2/10-2/16 キャラメル玉ねぎ(北海道産 刈谷さん他) 2/10-2/16
KitOisix（館ヶ森高原豚のレモン南蛮漬け） 2/10-2/16 北海道産皮付きフライポテト 2/10-2/16 ごぼう(北海道産 和田さん他) 2/10-2/16
土田さんのもりもり温泉たまご 2/10-2/16 伝統栽培 北海道産大豆（トヨマサリ） 2/10-2/16 さつまいも(千葉県産 加瀬さん他) 2/10-2/16
桜たまご 2/10-2/16 有機フルーティーケチャップ（砂糖不使用） 2/10-2/16 さつまいも(千葉県産 菅井さん他) 2/10-2/16
うずらの卵 2/10-2/16 太香胡麻油 2/10-2/16 さつまいも(千葉県産 木内さん他) 2/10-2/16
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 2/10-2/16 おかゆ野菜ミックス 2/10-2/16 じゃがいも(キタアカリ 北海道産 黒木さん他) 2/10-2/16
新鮮で濃厚なたまご 2/10-2/16 ノストロマーレ アンチョビフィーレ 2/10-2/16 じゃがいも(メークイン 北海道産 川村さん他) 2/10-2/16
平飼い有精卵 2/10-2/16 八方だし 2/10-2/16 じゃがいも(男爵 北海道産 斉藤さん他) 2/10-2/16
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 2/10-2/16 化学調味料無添加 コンソメスープ 2/10-2/16 たつやのミニにんじん(熊本県産) 2/10-2/16
若鶏のたまご 2/10-2/16 ソルレオーネ EXオリーブオイル 2/10-2/16 にんじん(熊本県産 後藤さん他) 2/10-2/16
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 2/10-2/16 化学調味料無添加 ホタテと椎茸のスープ 2/10-2/16 にんじん(熊本県産 竹浦さん他) 2/10-2/16
葉酸たまご 2/10-2/16 化学調味料無添加 鶏がらスープ 2/10-2/16 にんじん(熊本県産 本田さん他) 2/10-2/16
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 2/10-2/16 つぶつぶ片栗粉 2/10-2/16 にんじん(新潟県産 飯塚さん他) 2/10-2/16
深部さんのたまご 2/10-2/16 種子島安納いも 小いもっ娘（焼きいも） 2/10-2/16 にんじん(神奈川県産 山森さん他) 2/10-2/16
【低脂肪】 よつ葉 特選 北海道十勝低脂肪牛乳 2/10-2/16 究極の有機中濃ソース「職人の夢」 2/10-2/16 ミニにんじん(熊本県産 後藤さん他) 2/10-2/16
北海道根釧地区 milk(ミルク) 2/10-2/16 天然利尻昆布（一等） 2/10-2/16 ミニやまいも（埼玉県産または群馬県産） 2/10-2/16
木次パスチャライズ牛乳 2/10-2/16 無塩 そうめん 2/10-2/16 ミニ大根(熊本県産 今村さん他) 2/10-2/16
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 2/10-2/16 オーガニック小豆 赤飯用 2/10-2/16 ミニ大根(長崎県産 栗原さん他) 2/10-2/16
中沢 料理用クリーム30％ 100ml 2/10-2/16 喜界島粗糖 2/10-2/16 ミニ大根（徳島県産 吉本さん他） 2/10-2/16
飛騨高原milk（ミルク） 2/10-2/16 菜種油 （CANOLA）パック入り 2/10-2/16 安納芋(鹿児島県産 林さん他) 2/10-2/16
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 2/10-2/16 ローズヒップティー 2/10-2/16 甘一にんじん(千葉県産) 2/10-2/16
中沢 産地限定生クリームプレミアムフレッシュ 2/10-2/16 屋久島 縄文水1500 2/10-2/16 岩国れんこん(220g 山口県産 志村さん他) 2/10-2/16
特選よつ葉無脂肪牛乳 2/10-2/16 手延べ 葛そうめん 2/10-2/16 玉ねぎ（さらさらレッド　北海道産） 2/10-2/16
ノンホモジャージーヨーグルト 2/10-2/16 有機しょうゆ 2/10-2/16 玉ねぎ(北海道産 柴田さん他) 2/10-2/16
那須のむヨーグルト 2/10-2/16 野菜とくだもの完熟ソース 2/10-2/16 栗じゃがいも（インカのめざめ 北海道産 山内さん2/10-2/16
【無糖】東毛酪農 プレーンヨーグルト 2/10-2/16 ぶどう果汁（マスカットベリーA） 2/10-2/16 三竹さんのあまっ娘完熟にんじん(愛知県産) 2/10-2/16
のむデンマークヨーグルト[特保] 2/10-2/16 福来純 三年熟成本みりん 2/10-2/16 汐見の赤土大根(静岡県産) 2/10-2/16
湯田 プロバイオティクスヨーグルト 2/10-2/16 丸大豆しょうゆ 2/10-2/16 種子島安納いも(鹿児島県産 村野さん他) 2/10-2/16
【無糖】 木次プレーンヨーグルト 2/10-2/16 富良野厳選野菜ソース 2/10-2/16 小かぶ（あやめ雪 熊本県産） 2/10-2/16
湯田 まぜてとろーりなめらかヨーグルト3P（低脂肪2/10-2/16 オイスターソース 2/10-2/16 新じゃがいも(長崎県産 松尾さん他) 2/10-2/16
[無糖]プロバイオティクス菌LAFTI L10那須ヨーグ 2/10-2/16 野菜ジュース（ケース） 2/10-2/16 生キャラメルいも(鹿児島県産 飯尾さん他) 2/10-2/16
飛騨のプレーンヨーグルト 2/10-2/16 杉樽仕込 純正醤油（こいくち） 2/10-2/16 大根（京都府産 岡嶋さん他） 2/10-2/16
飛騨酪農のむヨーグルト 2/10-2/16 信州生まれのトマトケチャップ 2/10-2/16 大根(熊本県産 渡辺さん他) 2/10-2/16
福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 2/10-2/16 ノンカフェイン 飲みやすいタンポポコーヒー 2/10-2/16 鳴門金時(徳島県産) 2/10-2/16



宍道湖の大和しじみ 2/10-2/16 ヘングステンベルグ ケッパー 2/10-2/16 有機栽培たまねぎ(大小玉込み 北海道産) 2/10-2/16
釜揚げしらす ツインパック 2/10-2/16 野菜ジュース 2/10-2/16 里いも(熊本県産 後藤さん他) 2/10-2/16
釜あげしらす 野沢菜入りツインパック 2/10-2/16 国内産 十六雑穀米 2/10-2/16 里いも(千葉県産 田中さん他) 2/10-2/16
プチプチ食感 博多辛子明太子（切れ子） 2/10-2/16 国内産有機野菜使用 焼肉のたれ 2/10-2/16 里いも(奈良県産 杉浦さん他) 2/10-2/16
プチプチ食感 無着色たらこ（切れ子） 2/10-2/16 お好みソース（チューブ入り） 2/10-2/16
【とれピチ】 味わい濃厚　北海道産冷凍うに 2/10-2/16 木桶仕込み 国産丸大豆しょうゆ 2/10-2/16
パエリア、パスタに 広島県産ムール貝（殻つき） 2/10-2/16 北海道産小麦粉100％ 伝統手綯製法 稲庭うどん2/10-2/16
おうちで焼きたて ほたてのコキール 2/10-2/16 白神こだま酵母ドライ 50g 2/10-2/16
【とれピチ】北海道産 ホッキ貝 2/10-2/16 まつやのおかゆ 白米カルシウムプラス 2/10-2/16
冷凍のまま調理できて便利 愛知県産特大アサリ 2/10-2/16 まつやのおかゆ 白身魚と野菜（ホタテ味） 2/10-2/16
極立つ旨味 徳島神山鶏 2/10-2/16 有機栽培アフリカン ルイボスティー（発酵) 2/10-2/16
濃密な味わい 越前白山鶏 2/10-2/16 有機栽培アフリカン ルイボスティー（非発酵) 2/10-2/16
ふっくら食感 知床若鶏 2/10-2/16 やさしい味わい 島根出雲のむぎ茶（ティーパック）2/10-2/16
佐賀赤鶏 手羽元 2/10-2/16 マウンテンスプリングウォーター 1.5L 2/10-2/16
館ヶ森高原豚 骨付きロース 2/10-2/16 味・においが軽い！ グレープシードオイル 2/10-2/16
北海道ポーク 2/10-2/16 季節を手づくり コーンスターチ 2/10-2/16
脂さっぱりラテン豚 2/10-2/16 季節を手づくり白玉粉 2/10-2/16
九州麦豚 2/10-2/16 生ジンジャーエール ザクロウィズハイビスカス 2/10-2/16
合鴨モモ肉 2/10-2/16 生ジンジャーエール ジャスミンティー 2/10-2/16
しっとり、旨みたっぷり これぞ本物の「ちくわ」 2/10-2/16 森永 ドライミルクはぐくみ 2/10-2/16
福さつま揚げ（プレーン） 2/10-2/16 森永 ペプチドミルクE赤ちゃん 2/10-2/16
骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（れんこん） 2/10-2/16 森永 フォローアップミルクチルミル 2/10-2/16
こめや 野菜揚げ（ごぼう、にんじん、玉ねぎ） 2/10-2/16 森永 ニューMA-1 2/10-2/16
こめや 旨みしっかりあじ天 2/10-2/16 森永 MA-mi 2/10-2/16
食べごたえのある はんぺん 2/10-2/16 森永 ノンラクト 2/10-2/16
煮物専用 ぼたんちくわ 2/10-2/16 使いきり デミグラスソース（2人前） 2/10-2/16
おさかな団子（カンパチ中落ち） 2/10-2/16 簡単水戻し 巻きやすい生春巻きの皮 2/10-2/16
別所のおすすめおでん種セット（だし付き） 2/10-2/16 液切りしないで使えるツナフレーク　ノンオイル 2/10-2/16
ほんのり甘くてお出汁もおいしい アジのつみれボ 2/10-2/16 液切りしないで使えるツナフレーク　まろやかタイプ2/10-2/16
好きな分だけ解凍できる 北海道産さんまのつみれ2/10-2/16 三重県産麦茶 2/10-2/16
かつおたくあん 2/10-2/16 生のおいしさぎゅぎゅっとつまった 中濃ソース 2/10-2/16
[旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬2/10-2/16 九州産 でこぽんの缶詰 2/10-2/16
農家が漬けた白菜漬け 2/10-2/16 カナダの天然氷河水 2L 2/10-2/16
一夜漬けの素 塩麹 2/10-2/16 白トリュフ香る オリーブオイル 2/10-2/16
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 2/10-2/16 【骨取り天然魚】ブリの切身 2/10-2/16
みんさんのカクテキ 2/10-2/16 【骨取り天然魚】アジの切身 2/10-2/16
みんさんのチャンジャ 2/10-2/16 【骨取り天然魚】赤魚の切身 2/10-2/16
みんさんの国産白菜キムチ（パック） 2/10-2/16 【骨取り天然魚】サバの切身 2/10-2/16
あとひきぱりぱり大根 110g 2/10-2/16 【骨取り天然魚】秋鮭の切身 2/10-2/16
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 2/10-2/16 【骨取り天然魚】白身魚の切身 2/10-2/16
【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 2/10-2/16 出汁が濃厚 殻なしムール貝（小粒） 2/10-2/16
しろうさぎの豆乳 2/10-2/16 アサイーボウルミックス 2/10-2/16
きざみ揚げ （凍） 2/10-2/16 6種のカラフルオードブルセット 2/10-2/16
味付いなりあげ 2/10-2/16 アボカド（メキシコ産　オリボさん他） 2/10-2/16
【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 2/10-2/16 アボカド（メキシコ産 ミゲイルさん他） 2/10-2/16
手づくりやさん 絹生揚 2/10-2/16 いちご(100g 長崎県産) 2/10-2/16
【きぬ】切れているから便利！鍋用とうふ（8つ切） 2/10-2/16 いちご（紅ほっぺ 静岡県産） 2/10-2/16
【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P2/10-2/16 いよかん(愛媛県産 越智さん他) 2/10-2/16
豆腐屋が作った揚げ物セット（3種7品） 2/10-2/16 いよかん（愛媛県産 白石さん他） 2/10-2/16
国産おから（冷凍） 2/10-2/16 いよかん(愛媛県産 溜池さん他) 2/10-2/16
【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 2/10-2/16 キウイフルーツ(神奈川県産 大原さん他) 2/10-2/16
【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 2/10-2/16 キウイフルーツ(和歌山県産) 2/10-2/16
【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 2/10-2/16 パイナップル（フィリピン産） 2/10-2/16
【小粒】　黒豆納豆2P 2/10-2/16 ハイランドバナナ(フィリピン産) 2/10-2/16
ふっくらやわらか ひきわり納豆 2/10-2/16 ハウス不知火(熊本県産 中田さん他) 2/10-2/16
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