
商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週
ピーチかぶ(千葉県産) 4/21-4/27 有機アーモンド（生） 4/21-4/27
春キャベツ(神奈川県産 石渡さん他) 4/21-4/27 寺尾さんのこだわりいよかんぴーる 4/21-4/27
菖蒲(茨城県産) 4/21-4/27 Oisix限定 りんごとグレープシードオイルドレッシン4/21-4/27
そら豆(鹿児島県産 畔浦さん他) 4/21-4/27 有明一番摘み 焼のり 4/21-4/27
レタス(千葉県産 吉野さん他) 4/21-4/27 味付韓国のり 詰め替え用（27％増量）　 4/21-4/27
ピンクマンゴー(マハチャノック タイ産) 4/21-4/27 歯ごたえしっかり 九州の塩蔵わかめ 4/21-4/27
有機栽培小松菜（島根県産 竹岡さん他） 4/21-4/27 海苔屋さんがつくったふりかけ（海老） 4/21-4/27
甘夏(熊本県産 福島さん他) 4/21-4/27 海苔屋さんがつくったふりかけ（おから） 4/21-4/27
淡路の玉ねぎ(兵庫県産 荒木さん他) 4/21-4/27 大豆のこだわりマヨネ 4/21-4/27
河内晩柑(熊本県産 山川さん他) 4/21-4/27 松田のマヨネーズ（甘口） 4/21-4/27
きゅうり(熊本県産 渡辺さん他) 4/21-4/27 松田のマヨネーズ（辛口） 4/21-4/27
きぬさや(熊本県産 藤本さん他) 4/21-4/27 直火焼 銀のクリームシチュールー 4/21-4/27
いんげん(熊本県産 山内さん他) 4/21-4/27 ちょっと小さめ 九州産コク旨〆さば（2枚パック） 4/21-4/27
ベビーエシャレット(千葉県産 宮内さん他) 4/21-4/27 【とれピチ】ほんのり甘い 九州産真あじのお刺身 4/21-4/27
かぼちゃ(沖縄県産 山里さん他) 4/21-4/27 【とれぴち】九州産ぶり　甘ピリ辛醤油味の漬け 4/21-4/27
なつみオレンジ(鹿児島県 鶴田さん他) 4/21-4/27 【とれピチ】しっとり おいしい真たらの切り身 4/21-4/27
【わけあり】にんじん(熊本県 後藤さん他) 4/21-4/27 【とれピチ】煮魚がおすすめ 赤がれい 4/21-4/27
甘夏(愛媛県産 日野さん他) 4/21-4/27 【とれピチ】丸ごとおいしいきびなご 4/21-4/27
りんご(ふじ 青森県産 外川さん他) 4/21-4/27 下処理済でお手軽 広島産小いわし 4/21-4/27
大玉りんご(ふじ 青森県産 外川さん他) 4/21-4/27 【とれピチ】離乳食にも便利 骨とり真だら一口カッ 4/21-4/27
ハッピートマト(ミニトマト 高知県産) 4/21-4/27 手間なし手作り 子どもも食べられるハンバーグの4/21-4/27
超小玉りんご(青森県産　花田さん他) 4/21-4/27 手間なし手作り本格餃子のたね 4/21-4/27
サラダ玉ねぎ(長崎県産 木下さん他) 4/21-4/27 手間なし手作り 鶏つくねのたね 4/21-4/27
鳴門金時(徳島県産) 4/21-4/27 「水出し」はねだしほうじ茶ティーバッグ 4/21-4/27
ミニやまいも（埼玉県産または群馬県産） 4/21-4/27 「農家のお茶」 有機煎茶 荒茶仕立て（お徳用） 4/21-4/27
【ヴィンテージ】雪下にんじん(青森県産) 4/21-4/27 煮干(大分産かたくちいわし） 4/21-4/27
栗じゃがいも（インカのめざめ 北海道産 山内さん4/21-4/27 十勝全粒粉ミックス ホットケーキオリジナル 4/21-4/27
玉ねぎ(北海道産 柴田さん他) 4/21-4/27 冷凍のままフライパンで10分 北海道さんまのフィー4/21-4/27
じゃがいも(男爵 北海道産 斉藤さん他) 4/21-4/27 いろんな料理に 長崎県産汐サバフィーレ（小サイ 4/21-4/27
にんじん(熊本県産 本田さん他) 4/21-4/27 お徳用焼売 4/21-4/27
さつまいも(千葉県産 菅井さん他) 4/21-4/27 あんがとろーり　国産野菜と豚肉の春巻 4/21-4/27
大根（千葉県産 塙さん他） 4/21-4/27 レンジで3分！もちもちミニチヂミ 4/21-4/27
塩玉ねぎ(熊本県産) 4/21-4/27 お手軽 冷凍熟成ラーメン（5食） 4/21-4/27
里いも(千葉県産 田中さん他) 4/21-4/27 つぶれ梅しそ漬け 4/21-4/27
じゃがいも(メークイン 北海道産 川村さん他) 4/21-4/27 一夜漬けの素 塩麹 4/21-4/27
種子島安納いも(鹿児島県産 村野さん他) 4/21-4/27 紀州南高梅 白干梅 100g 4/21-4/27
切り落とし大根(熊本県産 渡辺さん他) 4/21-4/27 凍り豆腐（高野豆腐） 4/21-4/27
甘一にんじん(千葉県産) 4/21-4/27 離乳食にも使える 冷凍きざみ納豆（5個） 4/21-4/27
玉ねぎ(長崎県産 吹原さん他) 4/21-4/27 はっさく寒天ゼリー 4/21-4/27
ごぼう(宮崎県産 税所さん他) 4/21-4/27 ぽんかん寒天ゼリー 4/21-4/27
じゃがいも(男爵 北海道産 黒木さん他) 4/21-4/27 甘夏寒天ゼリー 4/21-4/27
じゃがいも(キタアカリ 北海道産 黒木さん他) 4/21-4/27 いよかん寒天ゼリー 4/21-4/27
たつやのミニにんじん(熊本県産) 4/21-4/27 せとうちゼリー 桃 4/21-4/27
【ヴィンテージ】じゃがいも(メークイン 北海道産) 4/21-4/27 せとうちゼリー みかん 4/21-4/27
【ヴィンテージ】じゃがいも(インカのめざめ北海道産4/21-4/27 トースターでサクサク！フィッシュフライ 4/21-4/27
【ヴィンテージ】じゃがいも(レッドムーン 北海道産)4/21-4/27 Oisix指定みかんで作った　冷凍みかん（2ヶ） 4/21-4/27
【ヴィンテージ】じゃがいも(ホッカイコガネ 北海道) 4/21-4/27 北海道産 冷凍ブロッコリー 4/21-4/27
【ヴィンテージ】じゃがいも(キタアカリ 北海道産) 4/21-4/27 北海道産 冷凍カリフラワー 4/21-4/27
【ヴィンテージ】じゃがいも(男爵 北海道産) 4/21-4/27 北海道産 冷凍いんげん 4/21-4/27
有機栽培じゃがいも(さやあかね 北海道産) 4/21-4/27 白たい焼き 小倉 4/21-4/27
里いも(熊本県産 高野さん他) 4/21-4/27 たい焼き（クリーム） 4/21-4/27
新玉ねぎ(熊本県産 渡邊さん他) 4/21-4/27 たい焼き（小倉） 4/21-4/27
大根(熊本県産 渡辺さん他) 4/21-4/27 今川焼き（小倉） 4/21-4/27
たつやのにんじん(熊本県産) 4/21-4/27 今川焼き（クリーム） 4/21-4/27
極早生淡路玉ねぎ(兵庫県産) 4/21-4/27 口どけさっぱり 北海道大納言と生クリームのどら焼4/21-4/27
カットごぼう（熊本県産） 4/21-4/27 冷凍ミニたい焼き 8匹 4/21-4/27
ミニ大根(熊本県産 今村さん他) 4/21-4/27 彩りはなやか 伊達巻寿司 4/21-4/27
ミニ大根(長崎県産 栗原さん他) 4/21-4/27 レンジで簡単！れんこん入り豆腐ハンバーグ 4/21-4/27
にんじん(熊本県産 後藤さん他) 4/21-4/27 やまいもと豆腐のふんわり揚げ そぼろあん 4/21-4/27



ミニにんじん(熊本県産 後藤さん他) 4/21-4/27 国産イカリングから揚げ 4/21-4/27
有機栽培サラダかぶ(千葉県産 飯田さん他) 4/21-4/27 レンジで簡単！越前白山鶏のジューシー唐揚げ 4/21-4/27
＜旬のお漬物＞きゅうりの浅漬け 4/21-4/27
彩りあざやか 3種の野菜のサラダピクルス 4/21-4/27
国産ちりめん入り山菜ごはんの素 4/21-4/27
果汁90％以上 フルーツスティック 4本 4/21-4/27
たまごひとつで豆腐丼 4/21-4/27
春の桜山芋漬け 4/21-4/27
春の桜大根漬け 4/21-4/27
わくわくポップコーン　醤油バター 4/21-4/27
わくわくポップコーン　メープル 4/21-4/27
わくわくポップコーン　ソルト 4/21-4/27
わくわくポップコーン　黒糖キャラメル 4/21-4/27
【小粒】旨塩たれ　まろやか国産納豆 4/21-4/27
KitOisix（れんこん鶏団子と白菜の中華クリーム煮4/21-4/27
KitOisix（鶏手羽中と汐見キャベツのソテー） 4/21-4/27
KitOisix（紅鮭の大根おろし煮） 4/21-4/27
KitOisix（野菜たっぷり肉豆腐） 4/21-4/27
【大容量】アラスカ紅鮭のスモークサーモン切り落 4/21-4/27
【大容量】北海道産秋鮭のスモークサーモン切り落4/21-4/27
【とれピチ】さらっとした脂が旨い　九州産さわら半4/21-4/27
子ども喜ぶ 知床若鶏骨付きから揚げ 4/21-4/27
笹の香り漂う 笹団子 4/21-4/27
五月の節句に 手づくりかしわ餅 4/21-4/27
丹那のやさしいアイスクリーム（苺） 4/21-4/27
とろっととろける 北海道産刺身用甘エビ 4/21-4/27
旨み抜群！三陸いかそうめん 4/21-4/27
丼がおすすめ！三陸いかとろろ 4/21-4/27
フライや天ぷらに 有頭エビ（5尾） 4/21-4/27
イタリアの畑からあらくつぶしたトマト お徳セット 4/21-4/27
たっぷり果実 超低糖ブルーベリージャム 4/21-4/27
たっぷり果実 超低糖あんずジャム 4/21-4/27
山形もも ストレート果汁100％ 4/21-4/27
クリスタ泡果ぶどう 4/21-4/27
田中屋 純正米こうじみそ 4/21-4/27
西京白みそ京丹波 4/21-4/27
地元の穀（味噌） 4/21-4/27
有機ブランチップス 4/21-4/27
有機オートミール 4/21-4/27
お味噌汁のだしパック 4/21-4/27
鮭と帆立のクラムチャウダー 4/21-4/27
うのはなクッキー 4/21-4/27
ココアウエハース 4/21-4/27
豆腐カリント 4/21-4/27
びわ湖産 小鮎のほろにが唐揚げ 4/21-4/27
身味が濃い 紅鮭スモークサーモン 4/21-4/27
塩と小麦だけでつくった 冷凍うどん（5食） 4/21-4/27
レンジで調理できる お手軽冷凍そば 4/21-4/27
離乳食用 冷凍うどん（10個入り） 4/21-4/27
お徳用 国産花かつお 4/21-4/27
お徳用 国産煮干し 4/21-4/27
チキンコンソメ 液体タイプ 4/21-4/27
だし屋のしろだし 4/21-4/27
おだしのパック じん 4/21-4/27
有機クルミ（生） 4/21-4/27
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