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わけありりんご(ふじ 長野県産 永田さん他) 3/3-3/9 手づくりやさん 石臼挽き豆乳＜すっきりゴクゴク＞3/3-3/9 リーフセロリ(熊本県産) 3/3-3/9
小松菜（徳島県産　弘田さん他） 3/3-3/9 手づくりやさん 石臼挽き油揚げ 3/3-3/9 有機栽培小ねぎ（島根県産） 3/3-3/9
ぺピネル　ジャスミン　ノンアルコールシードル　 3/3-3/9 手づくりやさん 湯葉揚げ 3/3-3/9 にんにく（青森県産 松林さん他） 3/3-3/9
ぺピネル　ジャスミン　ノンアルコールシードル　プ3/3-3/9 手づくりやさん 豆乳たっぷりとろーり湯葉 3/3-3/9 奄美しょうが(鹿児島県産 市来さん他) 3/3-3/9
ポミヨン ノンアルコールシードル　プチ 3/3-3/9 手づくりやさんおいなりさん用揚げ「このままいなり3/3-3/9 信州白土ねぎ（下仁田ねぎ 長野県産) 3/3-3/9
ペピネル　ロゼ　ノンアルコールシードル　プチ 3/3-3/9 切れているから便利！一口厚揚げ 3/3-3/9 みょうが(高知県産) 3/3-3/9
KitOisix（ほくしっとりかぼちゃのグラタン風） 3/3-3/9 豆腐屋が作った揚げ物セット（3種7品） 3/3-3/9 ニラ（福岡県産） 3/3-3/9
フローズンスイーツ 十勝のカタラーナ(ビターチョコ3/3-3/9 野菜たっぷりがんもどき 3/3-3/9
フローズンスイーツ 十勝のカタラーナ(抹茶) 3/3-3/9 5種の野菜を使った国産若鶏のつくね 3/3-3/9
【低脂肪】 よつ葉 特選 北海道十勝低脂肪牛乳(53/3-3/9 ちっちゃなお口も食べやすい 国産若鶏ひとくちつく3/3-3/9
KitOisix（さばと大根の和風トマト煮） 3/3-3/9 国産豚の肉だんご（黒酢たれ） 3/3-3/9
KitOisix（揚げ豚とれんこんの甘酢がらめ） 3/3-3/9 【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 3/3-3/9
フローズンスイーツ 十勝のカタラーナ(キャラメル) 3/3-3/9 【極小粒】すっきり有機納豆 タレ・からし付き 3/3-3/9
こめや もっちり揚げボール 3/3-3/9 【極小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 3/3-3/9
こめや 香りのよいごぼう巻 3/3-3/9 【小粒】　黒豆納豆2P 3/3-3/9
こめや 旨みしっかりあじ天 3/3-3/9 【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 3/3-3/9
こめや 絶妙食感のかまぼこ 3/3-3/9 【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 3/3-3/9
こめや 野菜揚げ（ごぼう、にんじん、玉ねぎ） 3/3-3/9 【小粒】本味納豆 2P 3/3-3/9
しっとり、旨みたっぷり これぞ本物の「ちくわ」 3/3-3/9 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 3/3-3/9
骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（ごぼう） 3/3-3/9 【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 3/3-3/9
骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（プレーン） 3/3-3/9 【中粒】国産わら納豆 3/3-3/9
骨ごと食べる 新鮮じゃこのじゃこ天（れんこん） 3/3-3/9 ふっくらやわらか ひきわり納豆 3/3-3/9
煮物専用 ぼたんちくわ 3/3-3/9 オーガニック餃子の皮 3/3-3/9
食べごたえのある はんぺん 3/3-3/9 ワンタン・焼売の皮 3/3-3/9
福さつま揚げ（いか） 3/3-3/9 春巻の皮 3/3-3/9
福さつま揚げ（クリームチーズin） 3/3-3/9 水餃子の皮 3/3-3/9
福さつま揚げ（ごぼう） 3/3-3/9 餃子の皮 3/3-3/9
福さつま揚げ（プレーン） 3/3-3/9 ふるふるとろける 濃厚こだわり極キャラメルプリン3/3-3/9
グリーンマーク あらびきポークウインナー 3/3-3/9 ふるふるとろける 濃厚こだわり極チーズプリン 3/3-3/9
グリーンマーク ほそびきポークウインナー 3/3-3/9 ふるふるとろける 濃厚こだわり極プリン 3/3-3/9
グリーンマーク 皮なしミニウインナー 3/3-3/9 やさしい味わい たまごプリン 3/3-3/9
フランクフルト（串つき） 3/3-3/9 手づくりやさん 豆乳ドーナツ 3/3-3/9
国産豚のあらびきウインナー 3/3-3/9 生クリームたっぷり　いちごプリン 3/3-3/9
国産豚のポークウインナー 3/3-3/9 丹那 ほっぺがよろこぶ牛乳プリン 3/3-3/9
そのままおかずにもう一品 さばの雪見おろし 3/3-3/9 湯田 素材の味わいが楽しめる 田舎のプリン 3/3-3/9
そのままおかずにもう一品 さわらの雪見おろし 3/3-3/9 湯田のふるふるカフェオレプリン 3/3-3/9
そのままおかずにもう一品 ハタハタの南蛮漬(クー3/3-3/9 湯田のふるふるキャラメルプリン 3/3-3/9
そのままおかずにもう一品 境港産まいわしの南蛮3/3-3/9 湯田の濃厚ふるふる黒ごまババロア 3/3-3/9
そのままおかずにもう一品 秋鮭の雪見おろし 3/3-3/9 湯田牛乳寒天 3/3-3/9
湯せんで簡単料亭の味 カレイの煮つけ 3/3-3/9 食感と味しみ抜群 至福のおでん 3/3-3/9
湯せんで簡単料亭の味 サバの煮つけ 3/3-3/9 坂本さんのほうれん草(栃木県産) 3/3-3/9
豆あじの南蛮漬（クール） 3/3-3/9 雪下キャベツ（北海道産） 3/3-3/9
のどごしさっぱり 讃岐うどん 3/3-3/9 ハンダマ(沖縄県産 与那嶺さん他) 3/3-3/9
はやきたモッツァレラチーズ 3/3-3/9 三竹さんのあまっ娘スープ用セロリ（愛知県産） 3/3-3/9
ほのかな甘み 羊乳のリコッタチーズ 3/3-3/9 三竹さんのあまっ娘キャベツ(愛知県産) 3/3-3/9
宮古島の絹糸もずく（タレ付き） 3/3-3/9 キャベツ(千葉県産 山口さん他) 3/3-3/9
宮古島の太もずく（タレ付き） 3/3-3/9 有機栽培ほうれん草（千葉県産 篠崎さん他） 3/3-3/9
釜揚げひじき 3/3-3/9 三竹さんのあまっ娘ブロッコリー(愛知県産) 3/3-3/9
味付めかぶ（韓国産） 3/3-3/9 アスパラガス(長野県産) 3/3-3/9
味付もずく 3/3-3/9 篠崎さんの有機栽培小松菜（千葉県産） 3/3-3/9
味付もずく（ゆず風味） 3/3-3/9 レタス(静岡県産 鈴木さん他) 3/3-3/9
スパゲティ 1.8mm（生麺） 3/3-3/9 ベビー白菜(静岡県産 鈴木さん他) 3/3-3/9
タリアテッレ（生麺） 3/3-3/9 三竹さんのあまっ娘セロリ（1株 愛知県産） 3/3-3/9
ペンネ（生麺） 3/3-3/9 レタス(静岡県産 塚本さん他) 3/3-3/9
ラザニア（パスタシート 生麺） 3/3-3/9 水菜（奈良県産　出口さん他） 3/3-3/9
リングィーネ（生麺） 3/3-3/9 セロリ(福岡県産 鳥越さん他) 3/3-3/9
しっとりやわらか 長時間発酵食パン 3/3-3/9 レタス(長崎県産 酒井さん他) 3/3-3/9
ホシノ天然酵母 クロワッサン 3/3-3/9 アスパラガス(群馬県産 林さん他) 3/3-3/9
ホシノ天然酵母 バターロール 3/3-3/9 三竹さんのあまっ娘カリフラワー(愛知県産) 3/3-3/9



ホシノ天然酵母 フルーツ・ナッツ入りライ麦ブレッド3/3-3/9 ブロッコリー（徳島県産 原田さん他） 3/3-3/9
ホシノ天然酵母 食パン 3/3-3/9 芽キャベツ（静岡県産） 3/3-3/9
アジの開き（クール） 3/3-3/9 チンゲンサイ（茨城県産 関さん他） 3/3-3/9
じっくり西京漬け さば 3/3-3/9 レタス(長崎県産 前田さん他) 3/3-3/9
旨み熟成 ツボダイの切身 3/3-3/9 丹沢フリルレタス（神奈川県） 3/3-3/9
釜揚げしらす（ふぞろい） 3/3-3/9 京水菜（京都府産　二ノ倉さん他） 3/3-3/9
オーガニック純糖 3/3-3/9 ほうれん草(群馬県産 櫻井さん他) 3/3-3/9
てんさいグラニュー糖 3/3-3/9 小松菜（奈良県産　松本さん他） 3/3-3/9
てんさい糖の氷砂糖 3/3-3/9 有機栽培ほうれん草(佐賀県産) 3/3-3/9
パタゴニア・ソルト ファイン（細粒） 3/3-3/9 有機栽培水菜(佐賀県産) 3/3-3/9
ハプスブルク家ゆかりの塩 3/3-3/9 有機栽培小松菜（佐賀県産） 3/3-3/9
隠岐國・海士の塩 3/3-3/9 ジャンボほうれん草(宮崎県産 税所さん他) 3/3-3/9
沖縄の雪塩 3/3-3/9 小松菜(奈良県産　上田さん他） 3/3-3/9
黒砂糖 3/3-3/9 有機ベビーリーフ（熊本県産 林さん他） 3/3-3/9
赤糖 3/3-3/9 チンゲンサイ（熊本県産） 3/3-3/9
播州 赤穂のにがり塩 3/3-3/9 菜花(福岡県産 荒牧さん他) 3/3-3/9
野菜を食べる 塩焼きそば 3/3-3/9 小松菜（徳島県産　弘田さん他） 3/3-3/9
[旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬3/3-3/9 ブロッコリー(徳島県産 仁木さん他) 3/3-3/9
みんさんのカクテキ 3/3-3/9 ほうれん草（長野県産　本多さん他） 3/3-3/9
みんさんの国産キムチ　マイルド（パック） 3/3-3/9 有機栽培水菜（島根県産） 3/3-3/9
みんさんの国産白菜キムチ（パック） 3/3-3/9 有機栽培小松菜（島根県産　佐々木さん他） 3/3-3/9
農家が漬けた白菜漬け 3/3-3/9 有機栽培ほうれん草(島根県産 佐々木さん他) 3/3-3/9
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 3/3-3/9 ブロッコリー(和歌山県産 児玉さん他) 3/3-3/9
【きぬ】　とろーり絹 豆腐 4P 3/3-3/9 ベビーリーフ（熊本県産　小原さん他） 3/3-3/9
【きぬ】　九州産大豆使用　くずれにくい絹豆腐（3P3/3-3/9 四万十の菜花(高知県産 岡崎さん他) 3/3-3/9
【きぬ】　手づくりやさん 石臼挽き豆腐 3/3-3/9 ベビー白菜(長崎県産 栗原さん他) 3/3-3/9
【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 3/3-3/9 ベビーレタスミックス(熊本県産) 3/3-3/9
【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 3/3-3/9 雪下キャベツ 1/2玉（北海道産） 3/3-3/9
【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 3/3-3/9 有機栽培ほうれん草(島根県産 竹岡さん他） 3/3-3/9
【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆3/3-3/9 小松菜（熊本県産　吉田さん他） 3/3-3/9
【絹】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 3/3-3/9 ボストンレタス(広島県産) 3/3-3/9
【冬季限定】手づくりやさん石臼挽き蓮根がんも 3/3-3/9 サラノバレタス(福岡県産) 3/3-3/9
【木綿】　こだわり品質 木綿豆腐 4P 3/3-3/9 サニーレタス(宮崎県産 山下さん他) 3/3-3/9
【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 しっか3/3-3/9 有機栽培春菊（島根県産　佐々木さん他） 3/3-3/9
【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 やわら3/3-3/9 有機栽培春菊（佐賀県産　園田さん他） 3/3-3/9
【木綿】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆3/3-3/9 ベビーリーフ(島根県産) 3/3-3/9
【木綿】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 3/3-3/9 フリルアイスレタス(徳島県産) 3/3-3/9
【木綿】水切り不要！お料理用豆腐 3/3-3/9 汐見のキャベツ(静岡県産) 3/3-3/9
2個がお得　ふっくら油揚（2枚） 3/3-3/9 キャベツ(熊本県産 藤本さん他) 3/3-3/9
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳3/3-3/9 ほうれん草(奈良県産 松井さん他) 3/3-3/9
しそ寄せ豆腐 3/3-3/9 スティックセニョール(長崎県産 安達さん他) 3/3-3/9
たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 3/3-3/9 有機栽培小松菜（島根県産 竹岡さん他） 3/3-3/9
ちぎり揚げがんも　10個入り 3/3-3/9 キャベツ（熊本県産 坂口さん他） 3/3-3/9
ふっくらジューシー油揚（2枚） 3/3-3/9 豆苗（岐阜県産） 3/3-3/9
一口京がんも 3/3-3/9 国産発芽ビーンズ(岐阜県産) 3/3-3/9
手づくりやさん 絹生揚 3/3-3/9 子大豆もやし（長野県産） 3/3-3/9
手づくりやさん　十目ぎっしりがんも 3/3-3/9 かいわれ大根（神奈川県産　森さん他） 3/3-3/9
手づくりやさん 生細巻き湯葉 3/3-3/9 しょうが（熊本県産　吉岡さん他） 3/3-3/9
手づくりやさん 石臼挽きごちそうねぎがんも(玉ね 3/3-3/9 長ねぎ(山形県産) 3/3-3/9
手づくりやさん 石臼挽きごちそうねぎがんも(長ね 3/3-3/9 小ねぎ（千葉県産 堀澄さん他 3/3-3/9
手づくりやさん　石臼挽きしろはだ豆乳「元気」 3/3-3/9 ニラ（熊本県産　小原さん他） 3/3-3/9
手づくりやさん 石臼挽き寄せ豆腐 3/3-3/9 大葉（宮崎県産 野中さん他） 3/3-3/9
手づくりやさん　石臼挽き厚揚げ 3/3-3/9 ニラ(福島県産) 3/3-3/9
手づくりやさん 石臼挽き枝豆がんも 3/3-3/9 長ねぎ(長崎県産 栗原一清さん他) 3/3-3/9
手づくりやさん 石臼挽き豆乳＜しっかりとろり＞ 3/3-3/9 パセリ(熊本県産) 3/3-3/9
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