
メーカー名 商品名 規格

日本ハム 森の薫りロースハム 60ｇ

日本ハム 森の薫りハーフベーコン 50ｇ

日本ハム 森の薫りももハム 53ｇ

日本ハム 森の薫りあらびきミニステーキ 85ｇ

(株)シー・ファーム 上乾ちりめん（トレー） 40ｇ

(株)シー・ファーム 小女子（トレー） 40ｇ

(株)シー・ファーム 毎日しらす 25ｇ×2

(株)シー・ファーム 釜揚げしらす（トレー） 50ｇ

マルハニチロ 冷凍むきえび 200g

東遠ジャパン ヤンバンのり 8切8枚×9PC

金印 鮮魚市場おろし生わさび 40ｇ

株式会社　丸三北栄商会 味付け数の子MP　淡大折90g 90ｇ

株式会社　丸三北栄商会 味付け数の子MP　黒大折90g 90ｇ

株式会社　丸三北栄商会 かずのっ子９０ｇ（醤油漬け） 90g

株式会社　丸三北栄商会 鰊切込み 200g

カネシメ 味付数の子ゆず仕立 100ｇ

カネシメ 北海道礼文島産塩わかめ 90ｇ

ぎょれん総合食品（北海道） いかリングフライ 150g

ぎょれん総合食品（北海道） たらフライ 10個180g

ぎょれん総合食品（北海道） 秋鮭切身フライ 6切180g

ぎょれん総合食品（北海道） 帆立クリーミーフライ 6個240g

ぎょれん総合食品（北海道） サーモンフライチーズ 6個240g

ハチヨウ 味付もずく三杯酢3段 70g×3

カネカ 海のとろろ 40ｇ×3

冨士物産株式会社 さばみりん干し　レンジ 2枚

冨士物産株式会社 さばみりん干し　フライパン 2枚

北海道日水・ノルウェー産 コープしめさば 10p

東京きたいち・ロシア産 有色たらこ 110g×8p

東京きたいち・ロシア産 有色明太子 110g×8p

カネシメ つぶ昆布醤油 80ｇ

カネシメ 北海道産たこ昆布醤油漬 80ｇ

澤田食品 いか昆布 35ｇ

小林つくだ煮 切いか 70ｇ

小林つくだ煮 くるみちりめん 85ｇ

小林つくだ煮 わかさぎ 85ｇ

小林つくだ煮 くるみえび 85ｇ

小林つくだ煮 まぐろ昆布 140ｇ

小林つくだ煮 山椒ちりめん 75ｇ

小林つくだ煮 いわし生姜煮 130ｇ

小林つくだ煮 しじみ 110ｇ

菊田 手寄せもめん　技 450g

菊田 手寄せきぬ　技 450g

マルカワ 北海道産大豆ふっくら揚げ3枚 ３枚

マルカワ おでん用こんにゃく３００ｇ ３００ｇ

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

1 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。



メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

伏見 ふっくらがんも 6個

みすず きつねあげ 2枚x2

菊水 菊水　さっぽろ純連みそ２人前　　　　　　 110g×2

菊水 菊水　さっぽろ純連　塩味２人前　　　　　 110g×2

北日本フード 北日本フード　味わい白菜漬　　　　　　　 250g

やまう やまう　国産福神漬　　　　　　　 250g

盛田株式会社 徳島県産なら漬甘口仕立て １００ｇ　　　　

ピックルス札幌 ご飯がススムキムチ 200ｇ

東海漬物 東海きゅうりのキューちゃん 100g

竹山食品 定判極上ちりめん ４５ｇ

竹山食品 金ごまいわし 100ｇ

山下食品㈱ 豆昆布 160ｇ

ながやま食品工業（有） 哲男もめん 500ｇ

道南平塚食品㈱ 北海道のわら納豆　小粒 80g

堀川 北海道産山盛りごんぼ天 １９０ｇ

マルヤナギ マルヤナギ　おいしい雑穀蒸し雑穀 ６０ｇ　　　　　

マルヤナギ マルヤナギ　おいしい雑穀蒸し大麦 70g

東遠ジャパン 東遠　ヤンバンキムチプレミアム ７５ｇ　　　　　

東遠ジャパン 東遠　幸せ家族のヤンバンキムチ ３３０ｇ　　　　

カネカ食品㈱ カネカ　栗釜めしの素　　　　　 380g

カネカ食品㈱ カネカ　松茸釜めしの素　 355g

デルソーレ イタリアンピザマルゲリータ 192ｇ

デルソーレ イタリアンピザ生ハム 190ｇ

デルソーレ イタリアンピザバジル 188ｇ

デルソーレ 手のばしナン2枚 70ｇ×2

デルソーレ カントリービスケット 50ｇ×3

デルソーレ クリスケット2個入 47ｇ×2

デルソーレ クリスピーピザクラスト22ｃｍ 70ｇ×2

デルソーレ ナポリ風ピザクラスト 108ｇ×2

デルソーレ キーマカリー 120ｇ

みやけ食品 ねぎ巻 １個

みやけ食品 ふっくらミートオムレツ １個

丸大食品 ベーコンピザトースト 4枚

三桃・国産 黒豚生餃子12粒 12個

日本ハム 日本ハム中華名菜麻婆茄子　　　 ２４０ｇ　　　　

日本ハム 日本ハムうずら卵だんご３Ｐ　　 ２１０Ｇ　　　　

日本ハム 日本ハム４種チーズ肉だんご３Ｐ １９２ｇ　　　　

東洋水産 ＴＳ　スモークかまぼこペッパー ３０ｇ×２　　　

東洋水産 スモークかまぼこチョリソー　　 ３０ｇ×２　　　

マリンフード とろーりシュレッド6ミリ500g 500g

雪印メグミルク 雪印　ネオソフト 300ｇ

日高乳業・北海道 日高モッツァレラチーズ １００ｇ

日高乳業・北海道 日高モッツァレラひとくちチェリータイプ ９６ｇ

日本ルナ 乳マイルド4P 75gx4

2 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。



メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

雪印メグミルク 生きて届けるビフィズス菌ヨーグルト 70g×3

オハヨー 成長期応援ヨーグルト　セノビック4P 70g×4

オハヨー 鉄分ヨーグルト３Ｐ　 ７５ｇ×３　　　

オハヨー リラックマカフェオレ　 ２４０ｍｌ　　　

ヤクルト ミルミル３本パック 100ｍｌ×3

日本生協連 ＣＯこめ油（国産原料使用） ６００ｇ

日本生協連 ＣＯＯＰ日本の大豆しょうゆ ５００ｍｌ

日本生協連 ＣＯＯＰ日本の野菜・果実ソース ５００ｍｌ

日本生協連 ＣＯＯＰ日本のトマトケチャップ ５００ｇ

日本生協連 ＣＯ日本のコーンスープ ２５０ｇ

国分 Ｋ＆Ｋ缶つま広島かき ６０ｇ

国分 国分　缶つまＰ　北海道ほたて ５５ｇ

国分 Ｋ＆Ｋ　缶つまオイルサーディン １０５ｇ

国分 シメイチ　北海道産　小豆 ２５０Ｇ

国分 シメイチ　北海道産　大豆 ２５０Ｇ

国分 シメイチ　北海道産　金時 ２５０Ｇ

グリコ グリコ　ＺＥＰＰＩＮ　中辛 175ｇ

グリコ グリコ　ＺＥＰＰＩＮ　辛口 175ｇ

グリコ グリコ　ＺＥＰＰＩＮ　甘口 175ｇ

グリコ グリコＺＥＰＰＩＮビーフシチュ 180ｇ

ブルドック ブルドック　本格お好みソース 300g

ブルドック ブルドック　うまソース 300ml

ユウキ ＭＣ セパレートフレンチドレッシング 150ml

ユウキ ＭＣ 中華ドレッシング 150ml

ユウキ ユウキ　四川豆板醤　チューブ 100g

ユウキ ユウキ　甜面醤　チューブ 100g

ユウキ ユウキ　ガラスープ 130g

越後製菓 越後　ふつうに炊ける玄米 500ｇ

日本食研 日本食研　から揚げ作り 128g

マルホン マルホン　太香胡麻油 300g

マルホン マルホン太香胡麻油　濃口 300g

マルホン マルホン　太白胡麻油 300g

内堀 内堀　バルサミコ酢木樽熟成国産 150ml 

内堀 内堀　臨醐山黒酢 360ml 

内堀 内堀　臨醐山黒酢 900ml

内堀 内堀　フルーツビネガー純りんご 360ml 

マルトモ マルトモ　直火焼ソフト削り １．５ｇ×１２Ｐ

マルトモ マルトモ　かつお枯節　厚削り ７０ｇ

田村製麺 十勝とろろそば 280ｇ

丸栄製粉 新潟発カレー味から揚げ粉 80g

歯舞漁協 はぼまい　昆布しょうゆ 1Ｌ

歯舞漁協 はぼまい　昆布しょうゆ塩分Ｃ 1Ｌ

歯舞漁協 はぼまい　昆布しょうゆ贅沢仕上げ 200ml

浅利佐助商店 浅利佐助　比内地鶏スープ 200g

3 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。



メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

くらこん くらこん　お徳用塩こんぶ 60ｇ

カクサ 国産魚介金のだしパック ８ｇｘ12ｐ

ミツイシ ミツイシ　日向夏ドレッシング 200ｇ

シゼン・食品 シゼン食品　黒酢たまねぎ ２００ｍｌ

シゼン・食品 シゼン食品　黒酢たまねぎゆず ２００ｍｌ

日仏貿易 南の極み　本生海塩 500g

ケータック ケータック　ＥＸオリーブオイル ２３０ｇ

上北農産加工 上北農産　健骨しょうゆ １㍑

上北農産加工 上北農産　スタミナ源塩焼のたれ ２７０ｇ

かも川 もっちり手延早ゆでうどん 280g

ひかり味噌(株) ひかり　円熟味噌　無添加 750ｇ

ひかり味噌(株) ひかり　無添加国産みそ 750ｇ

ひかり味噌(株) ひかり　選べるスープ春雨減塩　 １０食　　　　　

ムラオ おいしい魚沼の水　飲む酸素水 500ｍｌ

三井農林㈱ 日東デイリークラブＴＢ＃２５ ２．２ｇ×２５ｐ

えひめ飲料 ポン　ポンジュース 1000ml

佐藤製薬 佐藤製薬　ユンケルローヤルＣ２ 30ml

佐藤製薬 佐藤　ユンケル滋養液ゴールドα 50ml

ホッカン 宮崎産どんこ椎茸 40ｇ

ホッカン 熊本県産きくらげ 20ｇ

ホッカン 南川副産初摘み焼のり 10枚

ホッカン 栃木県産かんぴょう 20ｇ

ホッカン トルジャバン 30ｇ

ホッカン 函館産切り出し真昆布 120ｇ

ホッカン 天然がごめとろろ昆布 30ｇ

ホッカン 日高産寒ふのり 12ｇ

ホッカン 長崎産芽ひじき 15ｇ

ポッカサッポロ つぶたっぷり贅沢みかん 400g

大塚 カロリーメイトゼリー　アップル 215g

大塚 カロリーメイトゼリー　ライムＧＦ 215g

大塚 カロリーメイトゼリー　Ｆミルク 215g

コカ･コーラ コカ･コーラ 300ｍｌ

サントリーフーズ サントリー　黒烏龍茶 ３５０ｍｌ

アサヒ飲料 食事と一緒に十六茶 2L

キリンビバレッジ ボルヴィック 500ｍｌ

伊藤園 ホームサイズ緑茶 150ｇ

塩事業センター クッキングソルト 800ｇ

塩事業センター 食卓塩 100ｇ

ＡＧＦ ＡＧＦ贅沢な珈琲店スペシャル　 320ｇ

ＡＧＦ ＡＧＦ　贅沢な珈琲店　モカ　　 320ｇ

ＡＧＦ ＡＧＦ　贅沢な珈琲店　キリマン 320ｇ

はごろも ハゴロモ　いわしのトマトソース 100g

はごろも ハゴロモ　まぐろのオイルソース 100g

はごろも ハゴロモ　シーチキンＳマイルド 60g

4 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。



メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

はごろも ハゴロモ　シーチキンＳ水煮 60g

はごろも ハゴロモ　シーチキンＳLフレーク 60g

はごろも ハゴロモぜんざい 160g

マルナカ マルナカ　とろろそば　　　　　 ３６０ｇ　　　　

マルナカ マルナカ　ごまうどん　　　　 ３６０ｇ　　　　

森井食品 国産はるさめ 70g

真誠 とろけるきなこ 80g

日清食品 麺ニッポン札幌濃厚味噌ラーメン 128ｇ

日清食品 麺ニッポン函館塩ラーメン 101ｇ

キッコーマン デル　国産トマトケチャップ　　 ２８５ｇ　　　　

キッコーマン デル　リコピンリッチケチャップ ４８５ｇ　　　　

キッコーマン キッコーマン　甜麺醤　　　　　 １２５ｇ　　　　

キッコーマン だし贅沢めんみ　　　　　　 ４５０ｍｌ　　　

キッコーマン だし香る贅沢つゆ　　　　　 ４５０ｍｌ　　　

キッコーマン 旨み豊かな贅沢白だし ４５０ｍｌ　　　

富永貿易 モンファボリ　ピュアメープルシ ２５０ｇ　　　　

ヤマキ ヤマキ　ふっくら卵焼だし　　　 150ml

かねさ 天日塩使用冬景色 300ｇ

日本製粉 オーマイ　早ゆでサラダマカロニ ２００ｇ　　　　

日本製粉 オーマイ　結束スパゲティ１．５ ５００ｇ　　　　

ニコニコのり ニコニコ　味付のり銀 １０束　

ニコニコのり ニコニコ　重等級味のり卓上 １０切１００枚

Ｓ＆Ｂ ドライキーマカレー中辛　 １５７ｇ　　　　

Ｓ＆Ｂ ＳＢスパイスＲ　キーマカレー　 １８０ｇ　　　　

Ｓ＆Ｂ ＳＢディナーカレー中辛　　　　 ２００ｇ　　　　

Ｓ＆Ｂ ＳＢ　ディナーカレー辛口　　　 ２００ｇ　　　　

Ｓ＆Ｂ Ｓ＆Ｂ　タイ風グリーンカレー　 ２００ｇ　　　　

エバラ 担々ごま鍋の素 300ｍｌ

日清オイリオ 日清ヘルシーE 600g

日清オイリオ 日清健康オイルアマニプラス 600g

マルハニチロ さばみそ煮　月花 200ｇ

マルハニチロ さば水煮　月花 200ｇ

マルハニチロ さんま水煮　月花 200ｇ

マルハニチロ さんま煮付　月花 200ｇ

マルハニチロ いわし水煮　月花 200ｇ

マルハニチロ いわし煮付　月花 200ｇ

理研 素材力本かつおだし ５ｇ×７本

理研 タニタ減塩わかめスープ ３袋

共立 共立　アイシングシュガーペン 11ｇ×3

共立 共立　徳用ドライイースト 55ｇ

創味 創味　つゆ　　　　　　　　　　 １㍑　　　　　　

昭和産業 ケーキのようなホットケーキ 400ｇ

ベル しゃぶしゃぶのたれごましょうゆ 220ｇ

ベル しゃぶしゃぶのたれごまみそ 220ｇ

5 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。



メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

キング醸造 日の出寿純米料理酒 1000ml

新得物産 新得　そばのつゆ　　　　　　　 １㍑　　　　　　

小野園 一番摘み知覧茶 １００ｇ

かどや ごま油 ２００ｇ　　　　

オタフク らっきょう酢 ５００ｍｌ　　　

ヤマナカ 三陸産カットかわめ ９ｇ

天塩 赤穂　天塩 １ｋｇ 

創健社 創健社　べに花マヨネーズ　　　 ３００ｇ　　　　

創健社 創健社　生仕込み味噌　　　　　 １ｋｇ　　　　　

創健社 創健社　べに花オレイン缶　　　 ８２５ｇ　　　　

創健社 創健社　五穀大黒　　　　　　　 ５００ｇ　　　　

創健社 創健社　えごま一番しそ油 ２７０ｇ

大塚食品 大塚　マッチＰＥＴ ５００ＭＬ

大塚食品 大塚　マンナンヒカリスティック ７５ｇ×７

宇治園 宇治園　うまいほうじ茶 １００ｇ

味の素 味の素　ＣｏｏＫＤＯ　豆板醤 １００ｇ

味の素 味の素　クックドゥ甜麺醤 １００ｇ

味の素 味の素　クックドゥトウチ醤 １００ｇ

味の素 味の素　クックドゥコチュジャン １００ｇ

味の素 クノール　海老のビスク ２袋入

味の素 クノール　オニオングラタン ２袋入

味の素 クノールプレミアムチャウダー ２袋入

カゴメ カゴメ　ケチャッププレミアム ２６０ｇ

ネスレ ネスカフェゴールドエコパック １１０ｇ

桃屋 桃屋　穂先メンマやわらぎ １１５ｇ

桃屋 桃屋　きざみにんにく １２５ｇ

桃屋 桃屋　きざみしょうが １１０ｇ

サッポロウエシマ ユーコーヒーＣＲスペシャル ４２０ｇ

サッポロウエシマ ユーコーヒーＣＲモカブレンド ４２０ｇ

キーコーヒー ＫＥＹ　ＶＰ有機珈琲 １８０ｇ

キーコーヒー ＫＥＹ　ＬＰ有機栽培珈琲 １８０ｇ

UCC ＵＣＣ　ブラック無糖コーヒー １９０ｇ

ミツカン ミツカン　ごまぽん ３５０ｍｌ

岩田醸造 紅一点　雪燦々 ３００ｇ

岩田醸造 紅一点花粋みそ　カップ ５００ｇ

岩田醸造 紅一点　だし入り液体みそ ３５０ｇ

ハウス ハウスプライムバーモント中辛 １０９ｇ

ハウス ハウス　プライムジャワ中辛 １１７ｇ

キユーピー サラダクラブ　ミックスビーンズ ５０ｇ

キユーピー ＱＰ　ゼロノンコレステロールＮ ２１０ｇ

カルピス カルピス　とけあう葡萄 ５００ｍｌ

エースコック エース　大吉焼豚しょうゆ ７１ｇ

福山醸造 トモエ　道民の味噌白こし ７５０ｇ

マルちゃん ワンタン　わかめスープ味 ２６ｇ

6 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。



メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

マルちゃん マルちゃんスープカレーワンタン ２６ｇ

マルハニチロ ふらのにんじん１００缶１６０ １６０ｇ

日清フーズ ママーリッチクリーミーミート ２６０ｇ

日清フーズ ママークリーミーミートソース ２６０ｇ

明星 明星　一平ちゃん夜店の焼そば １３５ｇ

白子のり 白子　塩味おにぎりのり ３切２０枚

白子のり シラコ味朝食香４Ｐ ８切８枚４袋

白子のり 白子　佐賀焼のり金 １０枚

白子のり シラコ　姿やきのり金 １０枚

白子のり 白子　姿焼のり黒 １０枚

白子のり 白子　お茶漬けめぐり １０袋

マルダイ マルダイ　無添加　歳月 ７５０ｇ

ハナマルキ ハナマルキ無添加こうじみそ ７５０ｇ

ハナマルキ ハナマルキほうれん草おみそ汁 ３食

丸美屋 丸美屋　七味麻婆豆腐の素中辛 １２０ｇ

丸美屋 丸美屋　七味麻婆豆腐の素辛口 １２０ｇ

丸美屋 丸美屋　七味芳香回鍋肉の素 １２０ｇ

丸美屋 丸美屋　七味芳香青椒肉絲 １２０ｇ

ヤマサ ヤマサ　鮮度の一滴超特選醤油 ４００ｍｌ

㈱永谷園 永谷園　焼豚チャーハン　Ｎｅｗ ３袋入

㈱永谷園 永谷園　かに味チャーハン　Ｎ ３袋入

㈱永谷園 永谷園　五目チャーハン　Ｎｅｗ ３袋入

㈱永谷園 永谷園　えびチャーハンの素 ３袋入

㈱永谷園 永谷園黒胡椒チャーハン ３袋入

サンヨー サンヨー　ポケモンしょうゆ味 ３８ｇ

サンヨー サンヨー　ポケモンシーフード ３７ｇ

加藤産業 カンピー　北海道産ゆであずき １６０ｇ

加藤産業 プロッシモ　完熟カットトマト ４００ｇ

加藤産業 プロッシモ　完熟ホールトマト ４００ｇ

加藤産業 ムッティ　トマトピューレ ４００ｇ

加藤産業 カンピー　ゆずぽん酢 ３６０ｍｌ

加藤産業 カンピー　ケーキシロップ ２７０ｇ

加藤産業 カンピー　はちみつシロップ ２６０ｇ

加藤産業 ＧＷ　国産ゆず茶 ６００ｇ

横山食品 横山食品　ジャンボパン粉 ３１０ｇ

山崎 ランチパックピーナツ 2枚入

山崎 ランチパックチョコ 2枚入

ロッテアイス ロッテモナ王マルチバニラ０９　 １００ＭＬ×５　

フタバ食品 フタバ　ミニソフト　　　　　　 ７５ＭＬ×６　　

森永製菓 森菓　パキシエル　　　　　　　 ４０ｍｌ×７　　

グリコ グリコチョコアラモード　　　　 ３０ＭＬ×１２本

明治 明治ＧＬバニラマルチ　　　　　 ５５ｍｌ×６　　

明治 明治ＧＬストロマルチ　　　　　 ５５ＭＬ×６　　

井村屋 井村屋　ＢＯＸあずきバー　　　 ６５ｍｌ×６本　
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メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

赤城乳業 赤城　ブラックマルチ１６　　　 ５３ＭＬ×７　　

森永乳業 森永　ＰＡＲＭアーモンド＆チョ ５８ｍｌ×６　　

ハーゲンダッツ ハーゲンダッミニカップマルチ　 ７５ＭＬ×６　　

ハーゲンダッツ ＨＤマルチパック（バニラＧＴラ ７５ｍｌ×６　　

ハーゲンダッツ ＨＤマルチタルトパーティー　　 ７５ｍｌ×３×２

丸永製菓 白くまバーマルチ ６０ｍｌ×６　　

オハヨー ジャージー牛乳ソフト １８０ＭＬ　　　

オハヨー 生チョコモナカ １２０ｍｌ　　　

クラシエ ヨーロピアンシュガーコーン　バニラ ５６ＭＬ×５　　

クラシエ 大人のヨーロピアンシュガーコーン　 バニラ＆ショコラ ６４ｍｌ×５　　

テーブルマーク ＴＭ　国産若鶏の塩から揚げＶＰ ３２０ｇ　　　　

日清食品 日清　関西風お好み焼いか玉1枚 １食　　　　　　

日清食品 日清　関西風お好み焼ぶた玉2枚 ２食　　　　　　

マ・マー マ・マーお弁当用ナポリタン ２４０ｇ　　　　

マ・マー マ・マーお弁当用ソース焼きそば １９５ｇ　　　　

あけぼの ブロッコリー １８０ｇ　　　　

あけぼの 横浜あんかけラーメン ４８２ｇ　　　　

あけぼの ほうれん草とチーズのささみカツ ６個　　　　　　

あけぼの カマンベールフライ　 ６個　　　　　　

ニチレイ 衣がサクサクの牛肉コロッケ ６個　　　　　　

ニチレイ 焼おにぎり１０個 １０個入　　　　

ニッスイ とろみが生きたたこ焼き ４０個入り　　　

ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり ４８０ｇ　　　　

ニッスイ かにかまの磯辺揚げ ８個入り　　　　

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛｱｸﾘ えびピラフ２５０ｇ ２５０ｇ　　　　

ﾏﾙﾊﾆﾁﾛｱｸﾘ 鶏ごぼうピラフ２５０ｇ ２５０ｇ　　　　

日本ハム お肉で巻いたチーズ ６個入　　　　　

東洋水産㈱ マルちゃん　アップルマンゴー　 ２５０ｇ

ハインツ日本㈱ ハインツ贅沢ハンバーグチーズデ １５０ｇ　　　　

ハインツ日本㈱ ハインツ贅沢ハンバーグ黒毛和牛 １５０ｇ　　　　

味の素冷凍食品㈱・タイ レンジでやわらか若鶏から揚げ ２７５ｇ　　　　

味の素冷凍食品㈱・日本 具だくさん五目炒飯 ４５０ｇ　　　　

亀田製菓 亀田　技のこだ割り　　　　　　 １２０ｇ　　　　

タケダ製菓 タケダ　無着色きなこねじり　　 １８０ｇ　　　　

不二家 不二家　ミルキー袋　　　　　　 １２０ｇ　　　　

不二家 不二家　ポップキャンディ袋Ｒ　 ２１本　　　　　

クラシエＦ クラシエ　おえかきグミランド　 ２７ｇ　　　　　

味覚糖 味覚糖　ぷっちょＳＴ生ぶどう　 １０個　　　　　

味覚糖 味覚糖　ぷっちょＳＴソーダ　　 １０粒　　　　　

岩塚製菓 岩塚　こだわりのうんめえ煎餅　 １４枚　　　　　

ブルボン ブルボン　濃厚チョコブラウニー １個　　　　　　

ブルボン ブルボン　サクリス　　　　　　 ９本　　　　　　

大丸本舗 さくっとごま飴 60ｇ

小松製菓 まきば村のバターせんごま 15枚入
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メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

カネ増 低脂肪乳ミルクパン 95ｇ

マルエス 恋するめ １７ｇ　　　　　

日進製菓 大島黒糖　　　　　　　　 １３５ｇ　　　　

日進製菓 たまり糖 １３５ｇ　　　　

十勝 十勝あんこ飴 80ｇ

七尾 クリームサンドバニラ ６枚

イトウ いちごのタルト ８枚入

イトウ ブルーベリーのタルト ８枚

カバヤ さくさくぱんだ ４２ｇ

湖池屋 Pototto+　 エクストラバージンオリーブオイル×ハーブソルト ２８ｇ

湖池屋 Pototto+　 トリュフ香るオリーブオイル×クリームリゾット ２７ｇ

フルタ ポートワインチョコ １８個

三幸 糖みるく ２２枚入

三幸 粒より小餅　山わさび ８４ｇ

森永 ハイチュウアソート ９４ｇ

森永 ミルクキャラメル袋 ９７ｇ

カンロ はちみつレモンＣのど飴 ９０ｇ

カンロ 色えんぴつキャンディ ８０ｇ

明治 ガルボミニ箱 ６８ｇ

明治 ガルボミニつぶ練り苺箱 ６０ｇ

小山本家 特撰　米一途山田錦 1800ｍｌ

越後桜 大吟醸越後桜 720ｍｌ

はこだてわいん 無添加コンコード 720ｍｌ

はこだてわいん 豊浦スイートいちごわいん 720ｍｌ

札幌酒精 札幌酒精　どさんこマイルド ２０００ｍｌ

札幌酒精 札幌酒精　サッポロソフト１２％ ９００ｍｌ

札幌酒精 札幌酒精　古味新風　麦 ５００ｍｌ

札幌酒精 札幌酒精　古味新風　とうきび ５００ｍｌ

沢の鶴 純米大吟醸「瑞兆」 720ml

沢の鶴 米だけの酒　旨みそのまま10.5 900ml

沢の鶴 純米酒　山田錦 720ml

小西酒造㈱ 上撰　白雪純米1.8L瓶 1800ml

合同酒精 本格麦焼酎　きたのゆめ２０％パック 1800ml

合同酒精 ビッグマンプレミアム４Ｌ 4000ml

合同酒精 ビッグマンＰＥＴ 720ml

ﾁｮｰﾔ梅酒 紀州　チョーヤ梅酒 720ml

ﾁｮｰﾔ梅酒 チョーヤさらりとした梅酒 1000ml

ﾁｮｰﾔ梅酒 チョーヤ　酔わないウメッシュ 350ml

ﾁｮｰﾔ梅酒 チョーヤ　南高梅原酒　贅 720ml

サッポロビール イエローテイルカベルネソーヴィニヨンブラン 750ml

サッポロビール イエローテイルピノノワール 750ml

サッポロビール イエローテイルシラーズ 750ml

サッポロビール イエローテイルシャルドネ 750ml

サッポロビール イエローテイルメルロー 750ml
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エコ協賛キャンペーン 対象商品 

サッポロビール イエローテイルモスカート 750ml

サッポロビール ペリート　カベルネソーヴィニヨンブラン 750ml

サッポロビール ペリート　シャルドネ 750ml

アサヒ アサヒ　ゼロカクカシオレ ３５０ｍｌ

アサヒ アサヒ　ゼロカクカシオレ函 ３５０ｍｌ×２４

アサヒ アサヒ　ゼロカクシャルドネＳ ３５０ｍｌ

アサヒ アサヒ　ゼロカクジントニック ３５０ｍｌ

アサヒ アサヒ　ゼロカク　Ｆネーブル ３５０ｍｌ

アサヒ アサヒ　ゼロカク　Ｆネーブル函 ３５０ｍｌ×２４

アサヒ アサヒ　ゼロカクシャルドネＳ函 ３５０ｍｌ×２４

アサヒ アサヒ　ゼロカクジントニック函 ３５０ｍｌ×２４

ホクリヨウ ＰＧ卵モーニング １０個入

ホクリヨウ ＰＧ卵モーニング ６個入

ホクレン 妹背牛無洗米ななつぼし ２ｋｇ

ホクレン 妹背牛無洗米ななつぼし ５ｋｇ

ホクレン 北海道金芽米無洗米ななつぼし ３ｋｇ

ホクレン 北海道無洗米ゆめぴりか ２ｋｇ

ホクレン 北海道無洗米ゆめぴりか ４５０ｇ

ホクレン 北海道無洗米ふっくりんこ ２ｋｇ

ホクレン 北海道無洗米ふっくりんこ ５ｋｇ

ホクレン 北海道無洗米八十九おぼろづき ２ｋｇ

ホクレン 北海道無洗米八十九おぼろづき ５ｋｇ

サラヤ ココパームナチュラルシャンプー本体 600ｍｌ

サラヤ ココパームナチュラルシャンプー詰替 500ｍｌ

サラヤ ココパームナチュラルトリートメント本体 600ｍｌ

サラヤ ココパームナチュラルトリートメント詰替 500ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元タバコ用 ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元ラベンダー ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元炭の香り ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元せっけん ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元白桃 ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元フェアリーローズ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元エッセンシアロマ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元スパフラワー ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元ブルガリアローズ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元グラマラスアロマ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元タバコ用イオンＧ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元ハワイプリメリア ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元限定品キティ桜 ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元ハーブ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元ペット用 ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元エンジェルＳ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元１４冬マイメロデ ４００ｍｌ

小林製薬 部屋消臭元１５ワンピースＴＭ香 ４００ｍｌ
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エコ協賛キャンペーン 対象商品 

小林製薬 部屋消臭元１５ワンピースＩＢ香 ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元　１５夏限定品　妖怪ウォッチ　トロピカルレインボー ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元　１５夏限定品　妖怪ウォッチ　ハッピーバケーション ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元　カビ臭対策　クリーンミントの香り ４００ｍｌ

小林製薬 男の消臭元　オヤジ臭対策　大人のアクアグリーンの香り ４００ｍｌ

小林製薬 男の消臭元　思春期臭対策　はじけるクールブルーの香り ４００ｍｌ

小林製薬 タバコ消臭元ストロング ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元１６春限定品桜 ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元　グラマラスフローラ ４００ｍｌ

小林製薬 お部屋の消臭元　シトラスポップ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　ラベンダー ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　せっけん ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　レモン ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元フェアリーローズ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元もぎたて白桃 ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元リラックスアロマ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレ消臭元１５ワンピースＭ香 ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　スパフラワー ４００ｍｌ

小林製薬 トイレ消臭元１５ワンピースＩＢ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元ウォータリハーブ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元エッセンシアロマ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元グラマラスアロマ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元イオンシトラス ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元限定品キティ　桜 ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　炭の香り ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元エンジェルＳ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元バイオレットＷＦ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元１４冬マイメロデ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元バニラ＆ピンクＦ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元バイオレット＆Ｗ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　若竹の香り ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元バニラ＆ＰＦ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　１５夏限定品　妖怪ウォッチ　トロピカルレインボー ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　１５夏限定品　妖怪ウォッチ　ハッピーバケーション ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元便臭ストロング ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元１６春限定品さくらの香り ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　グラマラスフローラ ４００ｍｌ

小林製薬 トイレの消臭元　シトラスポップ ４００ｍｌ

ユニチャーム ム－ニ－母乳パッド６８枚 68枚

ユニチャーム ム－ニ－新生児お誕生～３０００ｇ６４枚 64枚

ユニチャーム ムーニーマンエアフィットＳ６２枚 62枚

サンスター GUMデンタルリンス　ﾚｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟ 960ml

サンスター GUMデンタルリンス　ﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾀｲﾌﾟ 960ml

サンスター GUMデンタルリンス　爽快ﾀｲﾌﾟ 960ml

11 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。



メーカー名 商品名 規格

エコ協賛キャンペーン 対象商品 

東京サラヤ ヤシノミ洗剤本体 500ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ洗剤詰替 480ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ洗剤スパウト詰替 1000ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミキッチン泡ハンドソープ詰替 220ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ洗たく用洗剤本体 420ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ洗たく用洗剤詰替 360ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ洗たく用洗剤スパウト詰替 900ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ柔軟剤本体 380ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ柔軟剤詰替 360ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ柔軟剤スパウト詰替 900ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ洗たく用洗剤本替セット 420ｍｌ+360ｍｌ

東京サラヤ ヤシノミ柔軟剤本替セット 380ｍｌ+360ｍｌ

東京サラヤ ＨＥ野菜・食器用洗剤本体リフレッシュ 300ｍｌ

東京サラヤ ＨＥ洗たくパウダー 720ｇ

東京サラヤ アラウ台所用せっけん本体 400ｍｌ

東京サラヤ アラウ台所用せっけん詰替 380ｍｌ

東京サラヤ ＨＥ液体洗たく用洗剤本体 800ｍｌ

東京サラヤ ＨＥ液体洗たく用洗剤詰替 720ｍｌ

ライオン システマハグキプラスハミガキ ９０G 90g

ライオン システマハグキプラスＳハミガキ ９５G 95g

ライオン システマハグキプラスＷハミガキ ９５G 95g

王子ネピア ﾈﾋﾟｱﾌﾟﾚﾐｱﾑｿﾌﾄﾃｨｼｭ 180ｗ5P

大王製紙 ｴﾘｴｰﾙﾃｨｼｭｰ 180W5P

NSファーファ ﾌｧｰﾌｧﾄﾘｯﾌﾟ ﾄﾞﾊﾞｲ  詰替 1400ml

NSファーファ ﾌｧｰﾌｧﾄﾘｯﾌﾟ ｶﾅﾀﾞ  詰替 1400ml

NSファーファ ﾌｧｰﾌｧﾄﾘｯﾌﾟ ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ  詰替 1400ml

NSファーファ ﾌｧｰﾌｧ ﾌｧｲﾝﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ ｳｫｯｼｭ  本体 400ml

NSファーファ ﾌｧｰﾌｧ ﾌｧｲﾝﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ ｳｫｯｼｭ  詰替 360ml

NSファーファ ﾌｧｰﾌｧｺﾝﾊﾟｸﾄ洗剤ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾛｰﾗﾙ 0.9kg

日生協連 コアノンロールシングル 130ｍ8ロール

日生協連 コアノンロールダブル 65ｍ8ロール

日生協連 ワンタッチコアノンロールシング 130ｍ6ロール

日生協連 ワンタッチコアノンロールダブル 65ｍ6ロール

12 ※商品によって、取り扱いの無い店舗もございます。


