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オルタのパン	
（白神酵母）１０％引	
〈水ようのおすすめ〉	
泰山の辛子明太子、たらこ	
　　しらす、ちりめん	
　　納豆の日	

木	水	

デニッシュハウス	
　よもぎ食パン10％引	
　〈木ようのおすすめ〉	
　生パスタの日	
　黒豆納豆	
　卵５％引　	

 日限山デポー横浜市港南区丸山台3-43-18  1F  	

                 Tel:045-844-2464　Fax：045-844-6988	
      　　        Open: 10:30am～7：00pm  / 定休日: 日曜日	

あるれのパン	

	

〈月ようのおすすめ〉	

　　漬魚の日　　　 	

　　バナナの日	

http://www.seikatsuclub-kanagawa.coop/depot_higiriyama.html	

ぱんのむぎや	

〈土ようのおすすめ〉	
　練り物の日	
　焼きそばの日	

　お刺身盛合せ受付中	

火
･
木
･
土	魚

市	

火	 日	土	

日
替

品
目	

ぱんのむぎや	

〈火ようのおすすめ〉	
	
青果＆鮮魚全品５％引	

　　　１６:００〜１９:００	
チーズの日	

　　	

	

デニッシュハウス	

　よもぎ食パン10％引　　　　　　　　	
  〈金ようのおすすめ〉	
 　ステーキ入荷、しそわか	
　鮭三昧、干物の日	
　牛乳の日、飲むヨーグルト	
	

  　　　　　☆今月の展示会☆	
５/　９（木）・・・・・・・・・・RHS　（浄水器・トースター・ブレンダー　＊浄水器フロアアピール）	

５/１１（土）・・・・・・・・・・センプレ　（婦人服　　オーダーもできます）	

５/１５（水）１６（木）・・・パラマウント　（靴　毎回好評。足に問題のある方ご相談下さい）	

５/２２（水）２３（木）・・・アフロディーテ　（セミオーダーできるバックもあります）	

	

口座引き	
落とし日	

金	

2019年 ５月日程表	

棚卸し７時閉所	

　１９週分季節品カタログ	
　　　配布→７（火）〆切	

　２０週分季節品カタログ	
　　　配布→１４（火）〆切	

　２１週分季節品カタログ	
　　　配布→２１（火）〆切	

２２週分季節品カタログ	
　　　配布→２８（火）〆切	

　２３週分季節品カタログ	
　　　配布→6/4（火）〆切	

【デポー　Happy♪キャンペーン！】	
週末親子イベント・生産者来所・毎週フェア	

・ポイント３倍DAY．．お楽しみ盛りだくさんの１ヶ月間！	
５月もデポーに行かなきゃもったいない！	

６月	

一時閉所のお知らせ	

６/８（土）１６時閉所	
	

６/９（日）〜６/２１（金）	

リニューアル工事のため	

お休みします	

	

4/29（月）〜２（木）　【ジュースケース売キャンペーン】　　【GWフェア】焼肉のたれ・なたね油丸缶	
　　　　　　　　・マヨネーズ・カレールー・粗挽き塩こしょう袋・牛豚焼肉用・飲むヨーグルト　　５％引　　　　　　　　　　　	

６（月）〜１１（土）　ポイント３倍　【３Week３Meat】　鶏肉（手羽中ハーフ除く）　１０％引　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【パスタフェア】　スパゲティ・マカロニ・あたためてかけるだけミートソース・冷製パスタソース　５％引	

　　　　　　　　　　　	

１３（月）〜１８（土）　【消費材紹介キャンペーン】　プレーンヨーグルト・あじ開き３枚・焼売・みりん風醸造調味料　１０％引／皮なしミニコロウィンナ　５％引	
　　　　　　　　【新茶フェア】わたらい一番茶上煎茶８０g・一口ようかん　１０％引　【サラダフェア】ポン酢醤油・ごまだれ・シーザーサラダ＆青じそドレッシング　５％引	
	

２０（月）〜２５（土）　【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　　【３Week３Meat】　豚肉１０％引	
　　　　　　　　　　　　　【たまごウィーク】　鶏卵・平飼いたまご・温泉たまご・たまごパン・たまごボーロ・たまごスープ　５％引	
　　　　　　　　　　　　　【おすすめ調味料ウィーク】　丸大豆減塩しょうゆ・だしからとった濃縮つゆ・かき味調味料・国産十割こうじみそ・海水塩　５％引	

	

２７（月）〜３１（金）　【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・焼のり　１０％引　	
　　　　　　　　　　　　　【静岡うまいものフェア】　ホットケーキミックス・お好み焼粉・韓国風お好み焼・国産小麦粉薄力タイプ	
　　　　　　　　　　　　　　　　　・こめや練製品類・うなぎ長焼(静岡産)・うなぎ蒲焼カット(静岡産)　　/　だし仕込ロースハム　５％引	

　　　　　　　　　　　	

【ハイムキャンペーンウィーク】２０(月)〜２５(土)	
　・チャイルドアウトドアスプレー	
　・UVミネラルパウダー	

　・チャイルドサンスクリーンミルク	
　・BBクリームライトオークル	
　・マイルドウォッシングフォーム	

４/２９	
なると巻	

お野菜きんぴら天	
とんこつラーメン	

冷やし中華ごまダレ	
わさび漬、茶碗むし	
黒ごま豆腐	

４/３０	
生クリーム４５％	

甘酒、ヨーグルトもも	
萩のマーマレード	

黒豆きなこ	
キズのり	
飲むヨーグルト	

惣菜	
ちぎりいか天	

さごし玉ねぎ天	
薄揚げ天	
ミルクプリン	

はかり売り	
　味噌入荷	
スティックかまぼこ	
いかめんち揚、金ごま豆腐	

	

わらび餅	
ミニあんドーナツ	
小さなまんじゅう類	

アーモンドタフィー	
米めん、さけるチーズ	

ちりめん山椒	
赤かぶ漬	
みかんヨーグルト	

ミルクプリン抹茶	

惣菜	
	 温泉たまご、おやつ黒豆	

茎わかめ	
米ごのみ草加せんべい	
初入荷ワイン	
　アノランサ（赤）	

　スパークリングワイン	

RHSフロアキャンペーン	
浄水器・ブレンダー	

オーブントースター他	

生クリーム４５％	
紅鮭ほぐし	
具だくさん茶碗蒸し	

たけのことふきの土佐煮	
ミニ伊達巻	

かりがね煎茶	
わたらい茶カステラ	
鬼あられ、とろろ昆布	

抹茶カステラ	
はちみつカステラ	

パラマウント

アフロディーテ

センプレ

玉子豆腐	
スティックかまぼこ	

クロテッドスコーンセット	
有機わたらい茶新茶	
焼津まぐろ佃煮	

羊かん本練ハーフサイズ	
手延べにゅうめん	

とちおとめヨーグルト	
ミルクプリン紅茶	
コーヒー牛乳	

惣菜	
抹茶早春の香	

素精糖カステラ	
初入荷	
米粉を使ったさつま揚	

月山トラヤワイン	
スパークリングワイン	
いちごジャム（国産）	

おさつチップス	
サブレ、いちごジャム	
人形焼、あんみつ	
米こうじ（３００g）予約	
長崎焼かまぼこ	

梅かつお、茶碗蒸し	
ひび努力あられ	
３６％生クリーム	

豆乳プリン	
野沢菜ちりめん	

しょうゆラーメン	
冷やしつけ麺	
白ごま豆腐	

しょうがの砂糖漬	

惣菜	
ミレーフライ	

バタークッキー	

☆グラハムおやつ	
クラッカー	

☆・・・新規品	
味付けバラのり	
小さなまんじゅう類	
食べるイリコ、米粉	
カシューナッツ	
ちゅるっと飲むゼリー	

ちりめん山椒	
ぶどうヨーグルト	
カスタードプリン	

惣菜	
	

バナナのケーキ	
マドレーヌ	
ちょこっとあげ甘辛味	

ビーフン	
簡易ドリップコーヒー	

カフェインレス	

骨付モモハム	
４５％生クリーム	
温泉たまご	

ソフトはんぺん	
みそ漬けだいこん	

からあげ粉	

玉子豆腐、金ごま豆腐	
スティックかまぼこ、なると巻	

むき込みおぼろ	
おとふけうどん	
牛乳たっぷりヨーグルト	
ももヨーグルト	
ミルクプリン、コーヒー牛乳	

十勝ラクレットモール	
　　　　　　ウォッシュチーズ	
　　　　　　　伊達巻ハーフ	
　　　　　　　焼海女のり	

惣菜	
	

じゃこ天、ごぼう天	
れんこん天	
黄金カステラ	

かに玉の素	
冷やし中華つけ麺	

３６％生クリーム	
梅かつお、わさび漬	
茶碗蒸し	

チヂミ風さつま揚	

黒豚	
ほうきね牛	
　	

平牧金華豚　	

ほうきね牛	
　	

豚肉対面カット	

にぎり寿司	

魚まつり  

にぎり寿司	

初かつお・サワラ  
まつり  

今週の入荷予定青果　　	
GWセール、きゅうり、レタス	  
ブロッコリー、アンデスメロン	  
小玉すいか	

今週の入荷予定青果　　	
八ヶ岳野菜出荷開始予定	  
ブロッコリー、トマト	  
アーリーレッド、アンデスメロン	  

今週の入荷予定青果　　	
新にんにく、細ネギ	  
みゃうが、大葉	  
とうもろこし	  
さつまいも、すいか	

今週の入荷予定青果　　	
極太アスパラ、わらび	  
新にんにく、葉しょうが	  
ゴーヤ、とうもろこし	

今週の入荷予定青果　　	
ながさき南部フェア	  
いんげん、トマト、スナップえんどう	

デポーのお休み	
３（金）・４（土）・５（日）	

１（水）〜１１（土）　ポイント３倍♪	

夏の必需品が	
１０％引！	

分けあい市	

	
デポーウェルカム３DAYS　　ポイント２倍♪	

	


