
商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週
にんにくの芽(福岡県産 松尾さん他) 5/5-5/11 春の桜大根漬け 5/5-5/11
ピクシータンジェリン(カリフォルニア産) 5/5-5/11 国産発芽ビーンズ(岐阜県産) 5/5-5/11
グレープフルーツ(ルビー カリフォルニア産) 5/5-5/11 野菜たっぷりがんもどき 5/5-5/11
レタス(兵庫県産 荒木さん他) 5/5-5/11 一口京がんも 5/5-5/11
トマト(福岡県産 鳥越さん他) 5/5-5/11 【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 やわらか5/5-5/11
ズッキーニ(長崎県産 長尾さん他) 5/5-5/11 手づくりやさん 石臼挽き油揚げ 5/5-5/11
大根(千葉県産 斉藤さん他) 5/5-5/11 【きぬ】　手づくりやさん 石臼挽き豆腐 5/5-5/11
アスパラガス(北海道産 泉田さん他) 5/5-5/11 ふっくらジューシー油揚（2枚） 5/5-5/11
ニラ(北海道産 溝渕さん他) 5/5-5/11 手づくりやさん 石臼挽き寄せ豆腐 5/5-5/11
【とれピチ】旬の甘み 駿河湾産サクラエビ(刺身用) 5/5-5/11 JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳 5/5-5/11
おたのしみミニトマト(熊本県産 大家さん他) 5/5-5/11 【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 5/5-5/11
タカミメロン(青玉メロン 熊本県産 津田さん他) 5/5-5/11 【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 しっかり5/5-5/11
小玉ピーチパイン(沖縄県産 池村さん他) 5/5-5/11 手づくりやさん 生細巻き湯葉 5/5-5/11
にんにくの芽（熊本県産 原田さん他） 5/5-5/11 手づくりやさん 石臼挽きごちそうねぎがんも(長ねぎ5/5-5/11
KitOisix（鶏のレタスしゅうまい中華あんかけ） 5/5-5/11 手づくりやさん 石臼挽きごちそうねぎがんも(玉ねぎ5/5-5/11
KitOisix（鮭とキャベツのピリ辛味噌炒め） 5/5-5/11 手づくりやさん 絹生揚 5/5-5/11
KitOisix（キャベツとウィンナーのトマトソース煮込） 5/5-5/11 【木綿】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆腐5/5-5/11
KitOisix（揚げ豚肉とじゃがいもの甘辛炒め） 5/5-5/11 【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆腐5/5-5/11
玉ねぎ(佐賀県産 中村さん他) 5/5-5/11 手づくりやさん 豆乳たっぷりとろーり湯葉 5/5-5/11
玉ねぎ(佐賀県産 中村さん他) 5/5-5/11 手づくりやさん 濃厚な味わい ひら湯葉 5/5-5/11
レタス(奈良県産 仲川さん他) 5/5-5/11 【中粒】国産わら納豆 5/5-5/11
有機栽培小松菜（島根県産 竹岡さん他） 5/5-5/11 【小粒】　黒豆納豆2P 5/5-5/11
有機栽培ほうれん草(島根県産 竹岡さん他） 5/5-5/11 ふっくらやわらか ひきわり納豆 5/5-5/11
サニーレタス(宮崎県産 山下さん他) 5/5-5/11 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 5/5-5/11
有機ベビーリーフ（熊本県産 林さん他） 5/5-5/11 【極小粒】すっきり有機納豆 タレ・からし付き 5/5-5/11
ボストンレタス(広島県産) 5/5-5/11 【小粒】旨塩たれ　まろやか国産納豆 5/5-5/11
ベビーリーフ(島根県産) 5/5-5/11 オーガニック餃子の皮 5/5-5/11
サラノバレタス(福岡県産) 5/5-5/11 湯田牛乳寒天 5/5-5/11
フリルアイスレタス(徳島県産) 5/5-5/11 丹那 ほっぺがよろこぶ牛乳プリン 5/5-5/11
小松菜(福岡県産 西岡さん他) 5/5-5/11 やさしい味わい たまごプリン 5/5-5/11
水菜(京都府産 樋口さん他) 5/5-5/11 ふるふる大人味 濃厚こだわり極抹茶プリン 5/5-5/11
小松菜(京都府産 池之側さん他) 5/5-5/11 しっかり旨味の手ごね食感ハンバーグ(クール) 5/5-5/11
ハンサムレタス(愛知県産) 5/5-5/11 食感と味しみ抜群 至福のおでん 5/5-5/11
サラダほうれん草(熊本県産) 5/5-5/11
チンゲンサイ（熊本県産） 5/5-5/11
小松菜（熊本県産　吉田さん他） 5/5-5/11
小松菜(奈良県産　上田さん他） 5/5-5/11
アスパラガス(長崎県産 松尾さん他) 5/5-5/11
アスパラガス(熊本県産 今村さん他) 5/5-5/11
有機栽培小松菜（佐賀県産） 5/5-5/11
有機栽培水菜(佐賀県産) 5/5-5/11
有機栽培ほうれん草(佐賀県産) 5/5-5/11
小松菜（奈良県産　松本さん他） 5/5-5/11
ほうれん草(群馬県産 櫻井さん他) 5/5-5/11
丹沢フリルレタス（神奈川県） 5/5-5/11
ベビーレタスミックス(熊本県産) 5/5-5/11
ベビーリーフ（熊本県産　小原さん他） 5/5-5/11
ベビー白菜(沖縄県産) 5/5-5/11
有機栽培ほうれん草(島根県産 佐々木さん他) 5/5-5/11
有機栽培小松菜（島根県産　佐々木さん他） 5/5-5/11
有機栽培水菜（島根県産） 5/5-5/11
ほうれん草（長野県産　本多さん他） 5/5-5/11
ブロッコリー(徳島県産 仁木さん他) 5/5-5/11
キャベツ(宮崎県産 山下さん他) 5/5-5/11
レタス(宮崎県産 山下さん他) 5/5-5/11
小玉春キャベツ(宮崎県産 山下さん他) 5/5-5/11
しっとり、旨みたっぷり これぞ本物の「ちくわ」 5/5-5/11
福さつま揚げ（プレーン） 5/5-5/11
福さつま揚げ（ごぼう） 5/5-5/11
こめや 旨みしっかりあじ天 5/5-5/11
こめや 香りのよいごぼう巻 5/5-5/11
こめや 絶妙食感のかまぼこ 5/5-5/11
煮物専用 ぼたんちくわ 5/5-5/11
国産豚のポークウインナー 5/5-5/11
国産豚のあらびきウインナー 5/5-5/11
グリーンマーク 皮なしミニウインナー 5/5-5/11



グリーンマーク ほそびきポークウインナー 5/5-5/11
豆あじの南蛮漬（クール） 5/5-5/11
そのままおかずにもう一品 ハタハタの南蛮漬(クール5/5-5/11
そのままおかずにもう一品 境港産まいわしの南蛮漬5/5-5/11
のどごしさっぱり 讃岐うどん 5/5-5/11
宮古島の太もずく（タレ付き） 5/5-5/11
【小規格】宮古島の絹糸もずく（タレ付き） 5/5-5/11
釜揚げひじき 5/5-5/11
味付めかぶ（韓国産） 5/5-5/11
リングィーネ（生麺） 5/5-5/11
ラザニア（パスタシート 生麺） 5/5-5/11
しっとりやわらか 長時間発酵食パン（4枚切） 5/5-5/11
ホシノ天然酵母 フルーツ・ナッツ入りライ麦ブレッド 5/5-5/11
ホシノ天然酵母 食パン（6枚切） 5/5-5/11
ホシノ天然酵母 クロワッサン 5/5-5/11
ホシノ天然酵母 バターロール 5/5-5/11
長時間発酵食パン（サンドイッチ用耳ナシ） 5/5-5/11
国産豚のロースハムスライス 5/5-5/11
国産豚のバラベーコンスライス 5/5-5/11
あぶって香ばしい 無塩せきベーコン 5/5-5/11
たべるデンマークヨーグルト[特保] 500g 5/5-5/11
【無糖】湯田 プロバイオティクスヨーグルト 5/5-5/11
のむデンマークヨーグルト[特保] 500ml 5/5-5/11
湯田 まぜてとろーりなめらかヨーグルト3P（低脂肪）5/5-5/11
飛騨 ノンホモヨーグルト 3P 5/5-5/11
飛騨のプレーンヨーグルト【ファミリータイプ】 5/5-5/11
飛騨酪農のむヨーグルト 5/5-5/11
福岡糸島 たべるヨーグルト微糖 5/5-5/11
鈴鹿山麓ヨーグルト 3P 5/5-5/11
【香料不使用】やさしい甘さ　いちごヨーグルト 3P 5/5-5/11
アジの開き（クール） 5/5-5/11
丹那 生クリーム（乳脂肪分47％） 5/5-5/11
中沢 フレッシュクリーム45％ 100ml 5/5-5/11
飛騨高原milk（ミルク） 5/5-5/11
白水舎 宮崎平野の牛乳 5/5-5/11
こどものための乳酸菌飲料 LACT KIDS 5 5/5-5/11
中沢 産地限定生クリームプレミアムフレッシュ 5/5-5/11
特選よつ葉無脂肪牛乳500ml 5/5-5/11
特選よつ葉無脂肪牛乳1L 5/5-5/11
濃密な味わい 越前白山鶏 モモ (クール) 5/5-5/11
てんさい糖の氷砂糖 5/5-5/11
てんさいグラニュー糖 5/5-5/11
赤糖 5/5-5/11
黒砂糖 5/5-5/11
化学調味料不使用　とんこつしょうゆ生ラーメン2食 5/5-5/11
＜旬のお漬物＞きゅうりの浅漬け 5/5-5/11
彩りあざやか 3種の野菜のサラダピクルス 5/5-5/11
春の桜山芋漬け 5/5-5/11
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