
商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週
はちみつパイナップル(台湾産) 3/17-3/23 煮だし麦茶 つぶまる 3/17-3/23
葉付き玉ねぎ(和歌山県産 薬王さん他) 3/17-3/23 信州安曇野の美味しい水を使った 緑茶 3/17-3/23
そら豆(鹿児島県産 吉村さん他) 3/17-3/23 お米のホットケーキミックス 3/17-3/23
ミニ不知火(熊本県産 平野さん他) 3/17-3/23 葛飾柴又 高木屋のきな粉（分包） 3/17-3/23
アスパラガス(長崎県産 松尾さん他) 3/17-3/23 黒豆きなこ 3/17-3/23
いしの屋 海鮮太巻寿司 3/17-3/23 有機こしあん 3/17-3/23
お弁当コースお試し サーモンの柚庵焼 3/17-3/23 あとひくおいしさ ジューシー肉しゅうまい 3/17-3/23
たまご農場指定　マヨネーズ（全卵タイプ） 3/17-3/23 あんまん（国内製造） 3/17-3/23
ふわっと広がる シフォンケーキ 3/17-3/23 えび味しっかり えびしゅうまい 3/17-3/23
はちみつ香るマドレーヌ 3/17-3/23 お徳用 国産野菜とお肉の餃子 3/17-3/23
はちみつ90%以上！ハニーバター 3/17-3/23 ちっちゃな口で食べやすい ひとくち餃子 3/17-3/23
はちみつ90%以上！ハニーバター　シナモン味 3/17-3/23 つるんとスープに 海老入りワンタン 3/17-3/23
肉の旨み感じる 無塩せきロースハム 3/17-3/23 つるんとスープに 肉ワンタン 3/17-3/23
あぶって香ばしい 無塩せきベーコン 3/17-3/23 焼いてジューシー！にんじん入りぎょうざ 3/17-3/23
【お弁当コースおためし用】ブリの照焼き 3/17-3/23 焼いて香ばしモッチリ ほうれん草入りぎょうざ 3/17-3/23
【お弁当おためし用】豚の塩麹焼き 3/17-3/23 蒸してジューシー小籠包 3/17-3/23
身厚で食ごたえばっちり 北海道産ホッケ開き 3/17-3/23 肉まん（国内製造） 3/17-3/23
トースターでサクサク！フィッシュフライ 3/17-3/23 肉汁したたる えび入りにら饅頭 3/17-3/23
「匝瑳（そうさ）のさくら」たまご 3/17-3/23 長崎焼きちゃんぽん 3/17-3/23
うずらの卵（10個） 3/17-3/23 スパイシー スティックチキン 3/17-3/23
おいしい水で育った放牧鶏の平飼いたまご 3/17-3/23 九州産黒豚ハンバーグ（焼き済み） 3/17-3/23
コロンブスの茶卵（ちゃまご） 3/17-3/23 鳥市商店厳選「赤鶏バラつくね」 3/17-3/23
新鮮で濃厚なたまご 3/17-3/23 湯せんで簡単 九州産鶏肉の鶏照焼丼の具 3/17-3/23
桜たまご 3/17-3/23 湯せんで簡単 九州産豚の豚丼の素 3/17-3/23
若鶏のたまご 3/17-3/23 おとなとこどものコーンフレーク シュガーシロップ 3/17-3/23
深部さんのたまご 3/17-3/23 しっとりふわふわ プチパンケーキ 3/17-3/23
土田さんのもりもり温泉たまご 3/17-3/23 砂糖未使用ベリーチョコレート（ストロベリー） 3/17-3/23
福岡　中黒内野宿のこだわりたまご 3/17-3/23 手作りキット キュート くまクッキー 3/17-3/23
平飼い有精卵 3/17-3/23 北海道産クリームのエクレア 3/17-3/23
葉酸たまご6個入り 3/17-3/23 北海道産クリームのシュークリーム 3/17-3/23
【低温殺菌】 木次ノンホモ牛乳 3/17-3/23 クリーミーおからコロッケ（ごぼう） 3/17-3/23
【低脂肪】 よつ葉 特選 北海道十勝低脂肪牛乳(13/17-3/23 そのままでも お料理にも！スモークチキン 3/17-3/23
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 3/17-3/23 チキンライス 3/17-3/23
白水舎 宮崎平野の牛乳 3/17-3/23 とろーりグラタンコロッケ 3/17-3/23
飛騨高原milk（ミルク） 3/17-3/23 ホワイトソース 3/17-3/23
北海道根釧地区 milk(ミルク) 3/17-3/23 ミニアメリカンドック 3/17-3/23
木次パスチャライズ牛乳（1Ｌ） 3/17-3/23 レンジで簡単！ジューシーナゲット(チキン) 3/17-3/23
パリもち ピッツァ 4種のチーズ 3/17-3/23 レンチンパスタ　ラタトゥイユ 3/17-3/23
パリもち ピッツァ ほっくりポテトとマヨネーズ風味 3/17-3/23 レンチンパスタ　小エビのクリームソース 3/17-3/23
パリもち ピッツァ ミックス 3/17-3/23 北海道かぼちゃグラタン 3/17-3/23
パリもち ピッツァ 照焼きチキンとブロッコリー 3/17-3/23 北海道男爵で作ったほくほくコロッケ 3/17-3/23
パリもち ピッツァマルゲリータ 3/17-3/23 北海道男爵で作ったほくほくコロッケ（ビーフ） 3/17-3/23
ねじれるカットスルメイカ ねじねじくん 3/17-3/23 かぼちゃフレーク 3/17-3/23
パスタ、ピラフに シーフードミックス 3/17-3/23 じゃがいもフレーク 3/17-3/23
麦いかゲソ切り出し（バラ凍結） 3/17-3/23 とうもろこしフレーク 3/17-3/23
料理に便利 国産シーフードミックス 3/17-3/23 まつやの天然だし 3/17-3/23
好きな分だけ解凍できる 北海道産さんまのつみれ3/17-3/23 北海道産冷凍えだまめ 3/17-3/23
カフェインレスコーヒー オリジナル レギュラー 3/17-3/23 北海道産冷凍ミックスベジタブル 3/17-3/23
カフェインレスコーヒードリップパック　オリジナル83/17-3/23 三色団子 3/17-3/23
信州安曇野の美味しい水を使った 紅茶 3/17-3/23 ごぼうとひじきの豆腐団子 3/17-3/23
オーガニック・オレンジジュース 3/17-3/23 トースターでサクサク　野菜かきあげ 3/17-3/23
くびれ生活 キャロット＆アップル 6本 3/17-3/23 濃厚な新鮮たまごで作った玉子焼き（甘さ控えめ）3/17-3/23
こだわり飲料 ブルーベリー 3/17-3/23 スナップエンドウ(熊本県産 大倉さん他) 3/17-3/23
こだわり飲料 リンゴジュース 3/17-3/23 なす(高知県産 小松さん他) 3/17-3/23
こだわり飲料 信州の白桃 3/17-3/23 パプリカ（赤　宮城県産） 3/17-3/23
スノーキャロット（人参ジュース） 3/17-3/23 パプリカ（黄　宮城県産） 3/17-3/23
山形りんご ストレート果汁100％ 3/17-3/23 きゅうり（高知県産 長崎さん他） 3/17-3/23
青汁つづく コラーゲンプラス 6本 3/17-3/23 スナップえんどう(長崎県産 長尾さん他) 3/17-3/23
静岡みかんジュース（濃厚タイプ） 3/17-3/23 ピーマン(愛知県産 近藤さん他) 3/17-3/23



丸大豆しょうゆ 特撰 3/17-3/23 きゅうり(熊本県産 田中さん他) 3/17-3/23
杉木桶丸大豆しょうゆ 3/17-3/23 なす(熊本県産 住野さん他) 3/17-3/23
二段仕込 減塩醤油 3/17-3/23 きゅうり(宮崎県産 日高さん他) 3/17-3/23
本醸造白醤油 3/17-3/23 筑陽長なす(宮崎県産 坂本さん他) 3/17-3/23
万能だししょうゆ 3/17-3/23 ピーマン(宮崎県産 近藤さん他) 3/17-3/23
MISURA 全粒粉クラッカー 3/17-3/23 きゅうり(千葉県産 石毛さん他) 3/17-3/23
お料理に便利！にんにくすりおろし 3/17-3/23 かぼっコリー(熊本県産 小佐井さん他) 3/17-3/23
お料理に便利！にんにくみじん切り 3/17-3/23 奄美かぼちゃ(400ｇ 鹿児島県産) 3/17-3/23
お料理に便利！合成保存料不使用おろししょうが3/17-3/23 きゅうり(徳島県産 広田さん他) 3/17-3/23
サクッと食べやすい あじのフライスティック 3/17-3/23 ピーマン(徳島県産 丸岡さん他) 3/17-3/23
化学調味料不使用 しっとり鮭ほぐし（甘塩） 3/17-3/23 なす(高知県産 熊谷さん他) 3/17-3/23
館ヶ森高原豚と豪州黒牛の合挽き肉 3/17-3/23 はるか（愛媛県産 白石さん他） 3/17-3/23
プロ仕様 冷凍手延べ勝りうどん 3/17-3/23 紅はっさく(広島県または愛媛県産 河内さん他) 3/17-3/23
プロ仕様冷凍真打うどん ミニダブル（5食） 3/17-3/23 りんご(グラニースミス 長野県産 中村さん他) 3/17-3/23
出雲福そば(極細) 3/17-3/23 いよかん(愛媛県産 越智さん他) 3/17-3/23
無塩 うどん 3/17-3/23 大玉清見タンゴール(愛媛県産) 3/17-3/23
デーツ 3/17-3/23 キウイフルーツ(和歌山県産) 3/17-3/23
白いちじく 3/17-3/23 小玉キウイフルーツ(和歌山県産) 3/17-3/23
毎日食べる方に！たっぷり240gの種無し無添加プ3/17-3/23 いちご(100g 長崎県産) 3/17-3/23
有機栽培すこやかプルーン 3/17-3/23 りんご(シナノゴールド 岩手県産 藤島さん他) 3/17-3/23
「くまモン」パッケージ入り 熊本天草産ひじき 3/17-3/23 きんかん(宮崎県産 西岡さん他) 3/17-3/23
【とれピチ】愛媛佐田岬の天然お刺身わかめ 3/17-3/23 小玉りんご(2玉 シナノゴールド 岩手県産) 3/17-3/23
あぶって香る とっておき寿司海苔 3/17-3/23 有機栽培はるか(愛媛県産 菊池さん他) 3/17-3/23
国産旨しお海苔 3/17-3/23 わけありりんご(ふじ 長野県産 永田さん他) 3/17-3/23
天草ひじき 3/17-3/23 小夏(高知県産 西内さん他) 3/17-3/23
北海道産とろろ昆布 3/17-3/23 国産レモン(和歌山県産 中山さん他) 3/17-3/23
黒トリュフ練りこみパスタ 3/17-3/23 ハウス不知火(熊本県産 中田さん他) 3/17-3/23
かぼちゃ入りミニバンズ（4個）（冷凍） 3/17-3/23 はっさく(和歌山県産) 3/17-3/23
さつまいも入りミニバンズ（4個）（冷凍） 3/17-3/23 ポンカン（熊本県産 木村さん他） 3/17-3/23
にんじんジュース入りミニバンズ（4個）（冷凍） 3/17-3/23 レモン(愛媛県産 西部さん他) 3/17-3/23
パクパク食べたい！手延ばしミニナン（5枚入り） 3/17-3/23 天津栗（中国河北省産） 3/17-3/23
ふんわりやわらか バジルミニバンズ（5個入り） 3/17-3/23 不知火(愛媛県産 溜池さん他) 3/17-3/23
ふんわりやわらか ミニミニバーガーバンズ（5個） 3/17-3/23 清見タンゴール(愛媛県産 溜池さん他) 3/17-3/23
ほうれん草入りミニバンズ（4個）（冷凍） 3/17-3/23 清見オレンジ(和歌山県産) 3/17-3/23
もったいない ほうれん草入りミニナン(5枚） 3/17-3/23 いちご（紅ほっぺ 静岡県産） 3/17-3/23
色々使えて便利 塩昆布 3/17-3/23
お弁当にぴったり 国産つぶ野菜入りケチャップ 3/17-3/23
焼肉のたれ（甘口） 3/17-3/23
【簡単煮込み】カレールー 3/17-3/23
こどものためのカレールウ。 3/17-3/23
直火焼 りんごカレールー（甘口） 3/17-3/23
直火焼ビーフシチュールー 3/17-3/23
越前白山鶏 やみつきチキン棒（未加熱） 3/17-3/23
いわし桜干 3/17-3/23
たまごたっぷり からふとししゃも 8尾 3/17-3/23
【とれピチ】脂がのったかんぱちお刺身 3/17-3/23
北海道産 さんまのお刺身(未カット) 3/17-3/23
北海道産さんまのレモンじめ 3/17-3/23
お酢不使用　ゆずだけでつくったぽん酢 3/17-3/23
無添加 手作りポン酢 3/17-3/23
ル カフェ ウーロン茶 500ml 3/17-3/23
越前玄米茶 3/17-3/23
遠赤焙煎 甜茶（ティーバッグ） 3/17-3/23
香り引き立つ 国産生姜湯 3/17-3/23
国産生姜ほうじ茶ティーバッグ 3/17-3/23
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