
3/1（月）～3/31（水）のキャンペーンポイント対象商品 ポイントが貯まります
青果 丸浜食品 国内産竹の子スライス 1パック 15
青果 千葉産 紅はるか 15
果物 フィリピン産 芯抜きパイン 20
果物 フィリピン産 パインスライス 15
果物 チリ産 赤ぶどう 10
果物 オーストラリア産 赤ぶどう 10
果物 チリ産 緑ぶどう 10
果物 オーストラリア産 緑ぶどう 10
果物 ミックスぶどう 10
精肉 伊藤ハム グランドアルトバイエルン 254g 10
精肉 伊藤ハム お徳用ウインナー 800g 10
精肉 伊藤ハム まるごとおいしいフランク 285g 10
精肉 伊藤ハム 朝のグルメボロニアソーセージ 310g 10
精肉 伊藤ハム 減塩あらびきグルメウインナー 180g 10
精肉 伊藤ハム 減塩フレッシュロースハム3連 111g 10
精肉 伊藤ハム 減塩フレッシュベーコン3連 102g 10
精肉 伊藤ハム プロシュートディイタリア 50g 10
精肉 伊藤ハム うすぎりホワイトロースハム 82g 10
精肉 伊藤ハム 燻し工房焼豚切り落とし 88g 10
精肉 伊藤ハム 燻し工房ロースハム切り落とし 95g 10
精肉 伊藤ハム Kiriチーズ入りチキンナゲット 175g 10
精肉 伊藤ハム ジューシーハンバーグ4個 268g 10
精肉 伊藤ハム お肉屋さんのハムカツ 183g 10
精肉 伊藤ハム お肉屋さんのチーズチキンカツ 190g 10
精肉 日本ハム シャウスライス 224g 10
精肉 日本ハム 森の薫りウインナー2B 170g 10
精肉 日本ハム リッチロースハム 162g 10
精肉 日本ハム リッチベーコン 147g 10
精肉 日本ハム リッチ肩ロースオリーブ生ハム 96g 10
精肉 日本ハム リッチ厚切り叉焼3連 126g 10
精肉 信州ハム グリーンマークあらびきウインナー2B 140g 20
精肉 信州ハム グリーンマークロースハム 60g 10
精肉 信州ハム グリーンマークベーコン 60g 10
精肉 信州ハム Gマーク肩ロース叉焼 210g 10
精肉 信州ハム Gマークつるしベーコン 162g 10
精肉 信州ハム 軽井沢熟成ロースハム 110g 10
精肉 信州ハム 軽井沢熟成ベーコン 110g 10
精肉 米久 御殿場高原あらびきポーク 740g 10
精肉 米久 御殿場高原あらびきポーク 200g 10
精肉 米久 御殿場高原無塩せきあらびきポーク 140g 10
精肉 米久 スーパーBOOウインナー 184g 10
精肉 米久 チョリソー 180g 10
精肉 米久 ベーコンブロック 210g 10
精肉 米久 黒酢たれ肉団子 270g 10
精肉 相模ハム 特選ポークウインナー 187g 10



3/1（月）～3/31（水）のキャンペーンポイント対象商品 ポイントが貯まります
精肉 相模ハム ポークソーセージ 2本1束 10
精肉 相模ハム 湘南モモ生ハム切り落とし 100g 10
精肉 相模ハム ポークソーセージスライスパック 80g 10
精肉 相模ハム じっくり燻製ベーコン 120g 20
精肉 プリマハム 香薫ウインナー大袋 630g 30
精肉 プリマハム 十勝カルパス2B 200g 20
精肉 ジョンソンビル スモーク・ブラッツ 360g 15
精肉 プリマハム らくらくお料理ベーコン 59g 10
精肉 プリマハム 香薫ミニステーキ 86g 10
精肉 フードリエ ローストビーフ切り落とし 100g 10
精肉 フードリエ パリッと朝食ウインナー 230g 10
精肉 丸大食品 あらびきロングウインナー 283g 10
精肉 丸大食品 藻塩唐揚げ 265g 10
鮮魚 トライ産業 まぐろ切り落とし 110g 10
鮮魚 トライ産業 まぐろ切り落とし 180g 10
塩干 イチコー 長崎産真あじ開き 2枚入 5
塩干 イチコー 長崎産真あじ開き 3枚入 5
塩干 あわびや 熊本産塩蔵わかめ 350g 5
お惣菜 イニシオ いか里芋煮 1盛 15
お惣菜 イニシオ 季節野菜の炊きあわせ 1盛 15
お惣菜 イニシオF 国産うの花・大 1盛 10
お惣菜 三菱食品 駿河湾産桜海老入りクリーミーコロッケ 5個入 5
和日配 朝日食品 有機大豆を使った濃い豆乳の絹豆腐 150g×3 10
和日配 ヤシマ食品 わが家の定番　生揚 1枚入 5
和日配 ヤシマ食品 老舗の味わい絹生揚げ 2枚入 5
和日配 マルちゃん 昔ながらの冷し中華しょうゆ 1食 10
和日配 菊水 さっぽろ生ラーメン 3人前 10
和日配 菊水 らーめんてつやとんこつ醤油 2人前 30
和日配 菊水 らーめんてつやとんこつ味噌 2人前 30
和日配 CGC 田舎の香り 150g 10
和日配 ピックルス 旬の彩りブロッコリー 100g 10
和日配 CGC 昔の大地　国産紅生姜 50g 10
和日配 紀文 シャキッと玉ねぎ天 4枚入 8
和日配 紀文 野菜てんぷら 4枚入 8
和日配 日出味噌 金紋みそピー 130g 10
和日配 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6コ入 20
和日配 ニチレイ ミニハンバーグ 6コ入 10
和日配 大阪王将 羽根つき餃子 12コ入 10
和日配 ニッスイ ちゃんぽん 1食 10
和日配 ニッスイ 3種の和惣菜 6コ入 10
洋日配 CGC ひとくちスモーク 130g 10
洋日配 CGC フレッシュモッツアレラ 100g 10
洋日配 雪印メグミルク たっぷりおいしいなめらかプリン 180g 5
洋日配 明治 ブルガリアヨーグルトブルーベリー&4種のベリー 75g×4 5
洋日配 明治 ブルガリアヨーグルトしゃきしゃきアロエ 75g×4 5
洋日配 明治 ブルガリアヨーグルト芳醇いちご 75g×4 5
洋日配 明治 ブルガリアヨーグルト朝のフルーツミックス 75g×4 5
洋日配 グリコ アーモンド効果 200ml 5
洋日配 グリコ アーモンド効果砂糖不使用 200ml 5
洋日配 グリコ アーモンド効果香るカカオ 200ml 5
洋日配 グリコ アーモンド効果3種のナッツ 200ml 5
洋日配 グリコ アーモンド効果ほろ苦キャラメル 200ml 5
洋日配 カゴメ 野菜生活ビタミンスムージー黄桃&バレンシアオレンジ 330ml 10
洋日配 カゴメ 野菜生活瀬戸内柑橘ミックス 195ml 10
洋日配 北海道乳業 北海道生乳のむヨーグルトプレーン 180g 5
洋日配 雪印メグミルク 北海道100カマンベールチーズ 100g 10
洋日配 伊藤ハム ピザガーデンマルゲリータ 1枚入 10
洋日配 伊藤ハム ピザガーデン濃厚チーズピザ 1枚入 10
洋日配 伊藤ハム ピザガーデンベーコンピザ 1枚入 10
洋日配 フジパン 本仕込み食パン 6枚切 10
洋日配 フジパン 本仕込み食パン 8枚切 10
洋日配 フジパン ネオバターロール 6コ入 10



3/1（月）～3/31（水）のキャンペーンポイント対象商品 ポイントが貯まります
洋日配 フジパン ネオレーズンバターロール 6コ入 10
洋日配 パスコ クレームブリュレのブリオッシュ 1コ入 5
洋日配 パスコ あらびきソーセージ 1コ入 5
洋日配 ヤマザキ レーズンゴールド 3枚入 5
洋日配 ヤマザキパン ロイヤルブレッド 6枚切 10
洋日配 ヤマザキパン ロイヤルブレッド 8枚切 10
洋日配 ヤマザキ ロイヤルブレッドサンドイッチ用 12枚入 10
洋日配 ヤマザキパン 超芳醇 6枚切 10
洋日配 ヤマザキパン 超芳醇 8枚切 10
洋日配 ヤマザキ 塩バターフランスパン 7コ入 5
洋日配 ヤマザキ ランチパックピーナッツ 2コ入 10
洋日配 ヤマザキ ランチパックタマゴサラダ 2コ入 10
洋日配 ヤマザキ ランチパックツナマヨ 2コ入 10
洋日配 ヤマザキ milkyパン 1コ入 5
洋日配 ヤマザキ メロチョコ 1コ入 5
お菓子 ライオン きえちゃうキャンディー 100g 5
お菓子 ライオン 湘南ゴールドのど飴 72g 5
お菓子 南国 玄米 138g 10
お菓子 南国 ムギムギ 138g 10
お菓子 なとり 燻製おつまみセレクション 55g 10
お菓子 なとり おつまみいかバター 30g 10
お菓子 イトウ アメリカンソフトマカダミアクッキー 6枚入 10
お菓子 味覚糖 コロログレープ 48g 5
お菓子 味覚糖 コロロコーラ 40g 5
お菓子 平和堂 無選別ミックス焼きドーナツ 360g 10
お菓子 ミヤト 本造り黒糖 200g 10
お菓子 湖池屋 ハッシュドポテトうすしお 28g 5
お菓子 湖池屋 ハッシュドポテトコンソメ 28g 5
お菓子 合食 おいしい減塩ビーフジャーキー 25g 10
お菓子 合食 おいしい減塩茎わかめ 46g 10
お菓子 合食 おいしい減塩くんさき 48g 10
お菓子 合食 おいしい減塩さきいか 30g 10
お菓子 岩塚 鬼ひびうす塩 116g 10
お菓子 岩塚 桜えびかきもち 9枚入 10
お菓子 不二家 ミルキー袋 120g 5
お菓子 カルビー かっぱえびせん 85g 5
お菓子 カルビー サッポロポテトつぶつぶベジタブル 80g 5
お菓子 カルビー サッポロポテトバーベQ 80g 5
お菓子 カルビー ピザポテト 63g 5
お菓子 カルビー ミーノそら豆しお 28g 5
お菓子 明治 チョコレート効果カカオ72%アーモンド 81g 5
お菓子 明治 チョコレート効果カカオ72%マカダミア 9粒入 5
お菓子 ロッテ アーモンドチョコレート 86g 5
お菓子 ロッテ マカダミアチョコレート 9粒入 5
お菓子 グリコ プリッツ旨サラダ 69g 5
お菓子 グリコ プリッツ熟トマト 60g 5
お菓子 グリコ 超カリカリプリッツピザ 55g 5
お菓子 カバヤ ピュアラルグミぶどう 58g 10
お菓子 カバヤ ピュアラルグミりんご 58g 10
お菓子 ハリボー ハッピーコーラ 80g 5
お菓子 ハリボー ゴールドベア 80g 5
お菓子 ハリボー ハッピーグレープ 80g 5
お菓子 榮太樓 しょうがはちみつのど飴 70g 5
お菓子 正栄デリシィ 低糖質ミルクチョコレート 150g 10
お菓子 東カリ 蜂蜜かりんとう黒蜂5P 125g 10
お菓子 シスコ ごろっとグラノーラフルーツ・ナッツ 400g 20
お菓子 シスコ ごろっとグラノーラ5種の彩り果実 400g 20
お菓子 シスコ ごろっとグラノーラ3種のまるごと大豆 400g 20
お菓子 シスコ ごろっとグラノーラいちごづくし 400g 20
お菓子 シスコ ごろっとグラノーラチョコナッツ 400g 20



3/1（月）～3/31（水）のキャンペーンポイント対象商品 ポイントが貯まります
食品 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 10
食品 味の素 ピュアセレクトコクうま 10
食品 味の素 パルスイートゼロ液体 10
食品 エバラ 生姜焼のたれ 10
食品 エバラ やきとりのたれ 10
食品 エバラ てりやきのたれ 10
食品 かどや なめらか自慢ねりごま白 20
食品 かどや なめらか自慢ねりごま黒 20
食品 キユーピー ゼロノンコレステロール 10
食品 キユーピー からしマヨネーズ 10
食品 キユーピー オイルソースしょうゆ&ペパー 10
食品 キユーピー オイルソースガーリック 10
食品 KEY グランドテイストリッチブレンド 30
食品 KEY グランドテイストマイルド 30
食品 リプトン イエローラベル　ティーバッグ 20
食品 沢製麺 八割そば 10
食品 沢製麺 食塩無添加信州そば 10
食品 自然芋そば へぎそば 10
食品 自然芋そば 翠涼ざるうどん 10
食品 東亜食品 冷水ごねきしめん 20
食品 東亜 細切りそば 15
食品 信州更科 信州そば 10
食品 日清フーズ クッキングフラワー 10
食品 AGF マキシムアロマ袋 10
食品 AGF ちょっと贅沢な珈琲店袋 10
食品 マ・マー PROTASTEボロネーゼ 10
食品 日本食研 夕食の主役になる唐揚げ作り 20
食品 ノルレェイク さば水煮 10
食品 ノルレェイク さば味噌煮 10
食品 はごろも キングオスカーオイルサーディン 10
食品 はごろも ホームクッキンググリーンピース 5
食品 はごろも さくらんぼ（国産） 5
食品 はごろも ホームクッキングぎんなん 5
食品 はごろも シャキッとコーンコンソメ入 5
食品 はごろも シャキっと大豆ドライパック 5
食品 はごろも しっとりひじき 5
食品 はごろも パパッとふりかけかつお 5
食品 はごろも パパッとふりかけさけ 5
食品 菱和園 足柄茶 50
食品 菱和園 足柄茶（一番茶） 60
食品 菱和園 受賞茶園の知覧茶 30
食品 フジッコ 減塩ふじっ子 10
食品 ホテイ 無添加ツナ 10
食品 丸善 寿し好み 10
食品 丸善製茶 香風旬緑宇治抹茶入緑茶 15
食品 マルハニチロ さばみそ煮 10
食品 マルハニチロ さば水煮 10
食品 日東紅茶 デイリークラブティーバッグ 10
食品 日東紅茶 デイリークラブ 10
食品 日東紅茶 こく味のある紅茶 10
食品 日東紅茶 アールグレイ紅茶 10
食品 日東紅茶 ロイヤルミルクティ 10
食品 Mizkan りんご黒酢ストレート 10
食品 Mizkan ブルーベリー黒酢ストレート 10
食品 明治屋 MYコンビーフカップ 5
食品 明治屋 MY脂肪の少ないコンビーフ 5
食品 明治屋 MYニューコンミートカップ 5
食品 マコーミック セパレートフレンチ 30
食品 もっとニッポン 沖縄県産黒糖（ブロック） 5
食品 もっとニッポン 沖縄県産黒糖（粉末） 5
食品 もっとNiippon 九州産芽ひじき 5
食品 もっとNiippon 九州産長ひじき 5



3/1（月）～3/31（水）のキャンペーンポイント対象商品 ポイントが貯まります
食品 理研ビタミン ノンオイル青じそ 10
食品 理研ビタミン ノンオイル中華ごま 10
食品 理研ビタミン ノンオイルうま塩 10
食品 登喜和 徳用1/2カット 5
食品 玉露園 こんぶ茶缶 5
食品 丸美屋 とり釜めし 5
食品 丸美屋 五目釜めしの素 5
食品 ネスカフェ エクセラ 100
食品 オニザキ つきごま白 20
食品 オニザキ つきごま黒 20
食品 オニザキ つきごま金 20
食品 カタギ 有機すりごま白 20
食品 カタギ 有機すりごま黒 20
食品 カタギ 有機いりごま白 20
食品 カタギ 有機いりごま黒 20
食品 カタギ 有機いりごま金 20
食品 マコト 練りごま白 20
食品 日清オイリオ ヘルシーごま香油 40
食品 日清オイリオ ヘルシーリセッタ 10
食品 日清オイリオ サラダ油 10
食品 日清オイリオ ヘルシーごま香味 30
食品 伊藤園 おーいお茶抹茶入り緑茶 20
食品 伊藤園 プレミアム緑茶TB 20
食品 伊藤園 おーいお茶さらさら緑茶 10
食品 キユーピー タルタルソース 10
食品 創味食品 Haconese海老のトマトクリームソース 10
食品 創味食品 Haconeseポルチーニソース 10
食品 創味食品 Haconeseにんにくの完熟トマトソース 10
食品 タバスコ タバスコペッパーソース 10
食品 Mizkan 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆストレート 10
食品 Mizkan 〆まで美味しい寄せ鍋つゆストレート 10
食品 Mizkan 〆まで美味しいキムチ鍋つゆストレート 10
食品 Mizkan 〆まで美味しい焼あごだし鍋つゆ 10
食品 ハウス フルーチェミックスピーチ 10
食品 ハウス フルーチェイチゴ 10
食品 アサヒ ウィルキンソン 5
食品 アサヒ ウィルキンソンレモン 5
食品 キリン IMUSEレモン 10
食品 Mizkan ざくろラズベリーストレート 10
食品 伊藤園 おーいお茶緑茶 5
食品 創味 シャンタン 30
食品 日清オイリオ 日清こめ油 25
食品 日清オイリオ アマニ油 25
食品 桃屋 五目寿司の種 5
食品 味の素 CookDo香味ペースト（塩） 15
食品 オタフク お好みソース 10
食品 オタフク お好み焼こだわりセット 10
食品 キッコーマン 旨みひろがる香り白だし 20
食品 日清フーズ お好み焼き粉 10
食品 日清フーズ たこ焼き粉 10
食品 日本食研 煮込んでおいしいハンバーグソース 20
食品 ハウス 北海道チャウダー 10
食品 ヤオマサ こだわり農家の一番茶金印 50
食品 ヤオマサ こだわり農家の深蒸し煎茶匠 50
食品 ヤオマサ 静岡産掛川茶 10
食品 ヤオマサ 宇治抹茶入り玄米茶 20
食品 ヤオマサ ほうじ茶 20
食品 ヤオマサ 水出し緑茶テイーパック 5
食品 ミツカン かおりの蔵ぽん酢 10
米卵 長野県筑北地区産 ヤオマサこしひかり 5kg 50
米卵 長野県筑北地区産 ヤオマサこしひかり 10kg 100
お酒 チリ サンタ・ヘレナアルパカカベルネ・メルロー 750ml 20



3/1（月）～3/31（水）のキャンペーンポイント対象商品 ポイントが貯まります
お酒 チリ サンタ・ヘレナアルパカピノノワール 750ml 20
お酒 チリ サンタ・ヘレナアルパカカルメネール 750ml 20
お酒 チリ サンラ・ヘレナアルパカシラー 750ml 20
お酒 チリ サンタ・ヘレナアルパカシャルドネ・セミヨン 750ml 20
お酒 チリ サンタ・ヘレナアルパカソーヴィニヨン・ブラン 750ml 20
お酒 チリ アルパカスパークブリュット 750ml 40
お酒 サントリー こだわり酒場のレモンサワーキリッと男前 350ml 5
お酒 サントリー ジム　ビーム 700ml 20
お酒 白鶴酒造 まる 2リットル 50
お酒 日本盛 晩酌パック 2リットル 50
お酒 日本盛 晩酌辛口パック 2リットル 50
お酒 日本盛 超盛カップ 300ml 10
お酒 日本盛 サカリカップ生貯蔵 300ml 10
お酒 日本盛 生原酒ボトル缶 200ml 10
お酒 秋田 北秋田大吟醸 720ml 20
お酒 宝酒造 焼酎ペット25゜ 4リットル 30
お酒 黄桜 辛口一献パック 2リットル 30
お酒 メルシャン ビストロやわらか赤ペット 720ml 20
お酒 メルシャン ビストロ深みの濃い赤ペット 720ml 20
お酒 メルシャン ビストロすっきり白ペット 720ml 20
お酒 メルシャン ビストロやわらか赤ペット 1.5リットル 50
お酒 メルシャン ビストロペット深みの濃い赤ペット 1.5リットル 50
お酒 メルシャン ビストロすっきり白ペット 1.5リットル 50
お酒 メルシャン おいしい無添加赤ワイン厳選素材 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加白ワイン厳選素材 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加赤ペット 1.5リットル 100
お酒 メルシャン おいしい無添加ふくよか赤ペット 1.5リットル 100
お酒 チリ フロンテラカベルネ・ソーヴィニョン 750ml 100
お酒 チリ フロンテラシャルドネ 750ml 100
お酒 メルシャン おいしい無添加赤ペット 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加ふくよか赤ペット 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加白ペット 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加赤ペット 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加ふくよか赤ペット 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加ジューシー赤ペット 720ml 50
お酒 メルシャン おいしい無添加白ペット 720ml 50
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