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デポーウェルカム３DAYS

ﾎﾟｲﾝﾄ3倍 ﾎﾟｲﾝﾄ3倍

2019年5月

振替休日

母の日のパスタフェア 生パスタ、パスタ、パスタソース各種、たらこ・明太子 ５％引き

新茶フェア わたらい一番茶各種、一口ようかん 10％引き／初夏の生鮮フェア ポン酢醤油、ごまだれ５％引き

黒豚

たまごウィーク 鶏卵、平飼いたまご、たまごパン 5％引き／ハイムキャンペーンウィークハイム化粧品５種 10％引き

ほうきね牛

金華豚

GWフェア 牛・豚焼肉用、
マヨネーズ(びん・ﾁｭｰﾌﾞ)、飲むﾖｰｸﾞﾙ

グラハムおやつクラッカー

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

静岡うまいものフェア 長熟だし仕込みベーコン、ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ、お好み焼き粉、国産小麦粉薄力タイプ２種、
こめや練り物 ５％引き 28(火)～31(金)奥和の干物フェア

消費材紹介キャンペーン ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ、あじ開き3枚、焼売、みりん風醸造調味料 10％引き／皮なしﾐﾆｺﾛｳｨﾝﾅｰ、浜食漬物５％引

3Week3Meatキャンペーン 鶏肉全品(冷凍品除く) 10％引き

3Week3Meatキャンペーン 豚肉 10％引き
消費材紹介キャンペーン 味わいさっぱり加糖ヨーグルト、餃子 10％引き／鶏卵 ５％引き

消費材紹介キャンペーン 飲むヨーグルト、ミックスチーズ、肉厚わかめ300g、焼きのり 10％引き

ほうきね牛

生活クラブ生協 東寺尾デポー
オープン時間：AM 10：30～PM 19：00

TEL：045-582-5727 FAX：045-582-5827
※入荷は物流事情や天候事情のため、変更になることもあります。

青果夕市５％引き

鶏肉・加工肉
惣菜

鮮魚の日
ブナの森のパン
配達キャリー便

漬け魚の日

ｵﾙﾀﾌｰｽﾞのパン

鶏肉手羽中・
ハーフカット

加工肉
惣菜

紅鮭の日
ｵﾙﾀﾌｰｽﾞの食ﾊﾟﾝ10％引

配達キャリー便

週末特売青果
加工肉
豆乳

干物の日
生クリーム

ブナの森のパン

鶏肉
鮮魚の日

ブナの森のパン

あるれのパン
（月1回）

鶏卵５％引き

鮮魚の日
ﾃﾞﾆｯｼｭﾊｳｽのパン
よもぎ食パン10％引

き

お休み

お

休

み

お休み

お休み

お休

婦人服の展示会 センプレ

バックの展示会 アフロディーテ

ヴィボン
生産者交流会
10:30～13:00

カジノヤ
生産者交流会
10：30～13：00

子供服の展示会 プーパン

＊情報セットワーク： 5月 17日(金)

＊集金はがき配布： 5/18（土）～23（木）

＊地域チラシ配布 ： 5/18（土）～21（火）

＊出資金引き落とし： 5/28(月)
5/27(日）までに入金してください。

引き落としができない場合は延滞金がかかります。

＊季節品カタログ毎週（木）入荷、翌週（火）〆切

＊新規加入者説明会： 5月 10日(金)

友人紹介

キャンペーン実施中

デポーにお友達を招待すると

あなたとお友達に

お買物券500円プレゼント

お友達の加入でさらに

お友達には1000円、

あなたには500円の

お買物券プレゼント♪

５月デポー
Happy♪キャンペーン開催！

5/1～12  ﾊｯﾋﾟｰﾁｬﾝｽ抽選会第一弾
2,000円以上レシートでガラポン
組合員ポイント3倍

5/13～19 ﾊｯﾋﾟｰﾁｬﾝｽ抽選会第二弾
2,000円以上レシートでガラポン

5/23～25 ３Dayｓ
ﾎﾟｲﾝﾄ2倍・未加入者10％引き

5/27～31 ﾌｧｲﾅﾙﾁｬﾝｽ抽選会
3,000円以上レシートで

夏ギフトが当たる抽選券ゲット

ポイント
２倍！

ポイント
２倍！

ポイント
２倍！

開所

ﾎﾟｲﾝﾄ3倍

RHSのハーレー浄水器50周年記念キャンペーン！

４/１～６/28の期間中、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ申込書で申し込むと

浄水器108,000円(＋税)⇒100,000円(＋税)に！

23（木）～27（火）ふとんの山甚 見本展

3Week3Meatキャンペーン

5/6～12 鶏肉10％off

5/20～26 豚肉10％off

6/3～9 牛肉10％off

豚トロｵﾙﾀﾌｰｽﾞのパン

豚トロ・牛小間

かりがね煎茶
丸とり
鮮魚の日

ﾃﾞﾆｯｼｭﾊｳｽのパン

鮮魚の日

鮮魚の日 マグロ解体
初ｶﾂｦ・ｻﾜﾗ

鮮魚の日・あるれの

パン

鮮魚の日

刺身盛り合わせ

刺身盛り合わせ

刺身盛り合わせ

職員

職員

職員

牛バラ焼肉カット
豚トロ・豚ブロック肉
ｵﾙﾀﾌｰｽﾞの和菓子

天然石の展示会 mayomayo

豚トロ

ポイント
２倍！

ポイント
２倍！

惣菜まつり

丸とり
長崎じゃこ天

豚トロ・粗びき肉
牛焼き肉カット
冷凍ナポリタン

～お知らせ～
５月からはウィークリーの配布をしません。

情報は月間カレンダーでご確認頂き、

分からない事はワーカーズにお尋ねください。

ｵﾙﾀﾌｰｽﾞの冷凍ピザ

５／３（金）、４（土）、５（日）は

デポーはお休みです

ﾍﾞｲｸﾄﾞﾁｰｽﾞｹｰｷ

～ 夏ギフト予約受付 ～ 全国宅配６/２（土）〆切 デポー受取６/４（火）〆切

わたらい茶新茶

素精糖カステラ

お米のﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ
国産いちごジャム
米こうじ300ｇ

にぎり寿司15時入荷

小松製菓の和菓子
ダッカルビのタレ

ちゅるっと飲むゼリー(ぶど
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消費材名 規格 提携生産者 
供給価格 

（税別） 
コメント 

入荷 

予定 

ルイボスティ 16袋 (株)黒姫和漢薬研究所 535 有機認証を受けているルイボスティです。強力な抗酸化成分 SODが含まれ

ており、体内の活性酸素の働きを抑えるので、南アフリカでは「不老長寿の

お茶」として親しまれています。 

5 月

上旬 

レモンカステラ 7個 アクロスフード株式会社 390 個包装のカステラシリーズ 5～8月限定品。スライスされて個包装なので、手

軽に食べられます。冷やして食べるとさらに美味しさアップ。 

5 月

上旬 

北海道産とうもろこしのスープ 160ｇ×2 全国農協食品(株) 458 北海道産のとうもろこしを使用し、粒入りのスープに仕上げました。温冷どち
らでも食べられるように、とろみ加減を調整して仕上げました。常温のため備

蓄品としてもおすすめです。 

5 月

上旬 

ちゅるっと飲むゼリー(りんご) 120g×6 マルハニチロ(株) 888 国産のりんご果汁・ピューレ（40％）を使用し、砂糖のみで味付けしました。

香料、酸化防止剤不使用。スパウトパウチ（ストロー付）を使用しているので

リキャップが可能な上、持ち運びに便利です。 

5 月

中旬 

 

グラハムおやつクラッカー 

25g×4袋 前田クラッカー(株) 198 ひとくちサイズのグラハムクラッカーです。サクッと軽い中にもザクザクとした
全粒粉の香ばしさが後をひき、噛めば噛むほど味わい深く、優しい甘さが特

徴です。小麦全粒粉を 10％（うち、グラハム粉は 6％）、オーツ麦 6％使用。 

5 月

中旬 

ミニオムレツ 150ｇ 全国農協食品(株) 370 (株)生活クラブたまごの鶏卵を使用します。中具には丹精國鶏のひき肉を業

務用トマトケチャップをベースに砂糖、ブイヨンなどで味付けをしました。、マ

ヨネーズなどで味付けをしました。忙しい朝の朝食の一品や、お弁当に最適

です。 

5 月

下旬 

北海道産塩味えだまめ 300ｇ ホクレン農協連 300 北海道中札内村を中心に栽培された枝豆にほどよい塩味を加え急速凍結し
ました栽培から加工まで中札内農協で一括で行うため、収穫から３時間以

内に製品化を行い風味がしっかりと残っています。 

5 月

下旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月からの取組再開品目(定番品のみ) 

冷製パスタソース／肉入り麻婆豆腐ソース（辛口）／ 

楽めしソース・ 鶏のさっぱり煮／りんごアイス／ 

塩バニラジェラート／ポリラップミニ１５ｃｍ／ 

手延べ葛そうめん／ポケットティシュ 36個／ 

即席 冷やし中華しょうゆ味／森のアイスコーヒー／ 

ブルンジコーヒー 

5月のイベント・キャンペーン 

□4/29～5/2：ゴールデンウィークフェア第 2 弾 
・みんな大好き！カレールウ 4種 5％引き 

 ・ジュースは箱買いがお得。この機会にまとめ買いしちゃおう 

■5/3～5：全デポー閉所 

□5/6～12：パスタフェア ／丹精國鶏 10％引き  
 ・スパゲッティ（乾麺）5種 5％引き 

 ・無投薬飼育でゆっくり丁寧に育てたデポー自慢の鶏肉は 10％引き 

□5/13～19：初夏の生鮮フェア ／新茶フェア 

 ・「あじ開き」「焼売」「みりん風調味料」「プレーンヨーグルト」10％引き 

 ・一口ようかん 4種、特選一番茶上煎茶 80ｇ、一番茶上煎茶 80ｇ10％引き 

■5/20～26：ウエルカム 3ＤＡＹＳ ／たまごウィーク 

      日本の米育ち三元豚 10％引き 
 ・5/23、24、25はポイント 2倍 

・豚肉 10％引き。日本の米を食べて育った豚肉は脂が違う！ 

・「餃子」「味わいさっぱりヨーグルト」10％引き 

 ・5月 22日はたまごの日。「鶏卵 10個」「平飼いたまご」など 5％引き 

・ハイム化粧品キャンペーン同時開催！「チャイルドサンスクリーン」「ＵＶミネ

ラルパウダー」など初夏にうれしいアイテム 5種が 10％引き 

□5/27～6/2：静岡うまいものフェア 
 ・静岡の生産者の消費材が集合。うなぎ 2種 5％引き。ホットケーキミックス

など 5％引き 

～その他 5 月の入荷情報～ 

◇11(土)・25(土)ほうきね牛入荷 

◆9(木)：日本の米育ち黒豚入荷 ◇16(木)：日本の米育ち金華豚入荷 

☆毎週日曜日は鶏卵 5％引き！ 
※フェア品目や各入荷品目は、在庫状況や天候等の事情で、欠品や入荷が遅れる場合があります 

5月規格価格変更 
※原料価格、配送費等の高騰を受けてを価格を改定する

品目です 

＜価格変更＞ 

・シリコーン R ビン 350ml キャップ 2個組 520円→550円 

・エコシュリンプＭ1268 円→1339円 

・エコシュリンプ(Ｍ)少量パック 559 円→614円 

・無添加赤ワインＲビン 563円→570 円 

・カルボナーラソース 590 円→596円 

・ミニノンカップ麺おわんそば 160円→178 円 

・ミニノンカップ麺おわんうどんＤＰ160円→172 円 

・即席 冷やし中華しょうゆ味ＤＰ95円→102円 

・ノンカップ麺やきそば DP95円→102円 

・ノンカップ麺・和風カレーうどん 120 円→130円 

・ノンカップ麺・しおやさいラーメン 115円→125 円 

・一口ようかん（塩・本練・黒糖・抹茶） 各 95円→110円 

・ジューシーチュッチュぶどう 285円→325円 

・フルーツミニゼリー みかん 175円→185円 

・北海道産ほたて炊込みごはんの素 498円→480円 

＜規格変更＞ 

・北海道さんまソフト開き 150ｇ→165ｇ 

・北海道産噴火湾産ベビー蒸しほたて 150ｇ→200ｇ 

牛乳・乳製品における乳価値上げに伴う価格変更 
 飼料価格の高騰、経営環境の悪化による離農など、日本の酪農は深刻な状況が続いています。今回の乳価値上げは全国的なもので日本の酪農を守るための

ものです。 

・びん牛乳 900ml 235円→240円 ・ノンホモ牛乳 235円→240円 ・低脂肪牛乳 1000ml235円→240円 ・パス牛乳５００ｍｌ紙パック 152円→156円 

・飲むヨーグルト 185円→189円 ・プレーンヨーグルト(後醗酵･ｶｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)  215円→219円  

・脂肪と酸味をおさえたプレーンヨーグルト 198円→202円 ・コーヒー飲料 500ｍｌ 150円→154 円  

・紅茶ミルクティー500ｍｌ 156円→160円 ・クリーミーバニラヨーグルト 225円→230円 

・牛乳たっぷり加糖ヨーグルト 210円→217 円 ・味わいさっぱり加糖ヨーグルト 210円→207 円  

・ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄみかん 220円→222円 ・ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄぶどう 220円→222 円  

・ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄﾏﾝｺﾞｰ 220円→227 円 ・果肉入り とちおとめヨーグルト 290 円→292円  

・ミルクプリン 220円→222円 ・ミルクプリン・抹茶 250円→252円 ・ミルクプリン紅茶 250円→257円 

惣菜メニューは 

フロアに用意してます 


