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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	
	
　麦のかおり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	
八ヶ岳野菜	

　　	

	

デニッシュハウス	

　麦のかおり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	
　八ヶ岳野菜	
	

  　　　　　☆今月の展示会☆	
８/　２（金）　３（土）・・・・かたやま工芸　（手作りのジュエリー、伝統工芸）	
８/　５（月）　６（火）・・・・ファーレ　（大人カジュアル）	
８/２３（金）２４（土）・・・・カムズポイント　（日傘・雨傘・おしゃれ風呂敷・ハンカチなど）	

口座引き	
落とし日	

金	

2019年 ８月日程表 

３４週分季節品カタログ	
　　　配布→２０（火）〆切	

棚卸し７時閉所	

３５週分季節品カタログ	
　　　配布→２７（火）〆切	

３６週分季節品カタログ	
２８配布→９/３（火）〆切	

新しくなったデポーにお友達を誘ってみてネ！	
未加入の方でも２〜３回はデポーをお試し頂けます。	

納得して入ってもらえれば、それが一番！	
５００円の買物券プレゼントもありますので	

ワーカーズにひと声かけて下さいネ！	

	
５(月)〜１３(火)　【ジュースキャンペーン】	

◯にんじんとりんごの	
　　　濃い濃いジュース(６缶)	
◯タンサン・無糖タンサン	

◯夏みかんスカッシュ	

１００円引	
／ケース	

◯りんごジュース	
◯フルーツキャロット	
◯レモンスカッシュ	

◯無糖珈琲ブラック	

７/２９（月）〜８/３（土）　【さわやかビネガーフェア】　カシスとぶどうの酢	
　・カシス黒酢　１０％引、　純りんご酢・調理用合わせ酢・ポン酢醤油　５％引　　	

５（月）〜１３（火）　　【ジュースキャンペーン】　【涼味フェア】　萩の夏みかんマーマレード　１０％引　、　瀬戸内ぶどうゼリー・フルーツインゼリー	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・二段燻製仕込みベーコン・そうめん・ひやむぎ・万能つゆ500㎖・生中華風めん・冷製生スパゲティ　５％
引	

５（月）〜１３（火）	
　　【ジュースキャンペーン】　【涼味フェア】　	

宅急便	
暑い夏でもデポーから	
冷蔵・冷凍品送れます	

デポーお休み	
１４・１５・１６日	

秋の新米予約まだまだ受付けます	
縁故米もいいけれど	

雪解け湧水で育てた贅沢なお米を	

年間一袋（３kgより）でも食べてみてね！	

青果２点・アイスキャンディ	
・カップかんてん	
エコシュリンプ	

・牛豚焼肉用・キムチ２種	
・第一物産焼肉のたれ	

・甘酒	

５％引	

１９（月）〜２４（土）　　【スパイス＆カレーフェア】　カレールー・カレー粉・北海道発甘口ビーフカレー・たまり甘らっきょう・福神漬・豚肉ブロック　５％引　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おろし本わさびチューブ・ねりからしチューブ・おろししょうがチューブ　１０％引	

☆まめかん	
☆にんにくみそ	
サラダかまぼこ	

	

☆・・・新規品	

☆北海道産	
　　ベビーほたてスモーク	
☆カスタードエクレア	
カスタードプリン	
小さなまんじゅう	
ももヨーグルト	
低脂肪ヨーグルト	
プロポリス	
ローヤルゼリー(要予約)	
おにぎり昆布、小女子くるみ	
ラクレットモールチーズ	

２６（月）〜３１（土）　　【近畿うまいものフェア】　お好み焼粉・冷凍たこやき・梅干し１２０g・R小梅干し・つぶれ梅干し・マヨネーズチューブ・R中濃ソース	
　　　　　　　　　　　　　　　・トマトケチャップ・鶏卵・とろけるチーズ・大矢商店こんにゃく・鶏手羽先　手羽元　５％引　	

☆ヨーグルトと食べる	
　　　ドライフルーツ	
ふりかけバラエティーセット	

シークァーサージュース	

なると巻、ほたて入さつま	
おさしみ太ちくわ	

☆中華風３種の海鮮マリネ　　	
　　　(たこ・いか・ほたて)	
焼きそばソース	

おにぎり昆布	
赤かぶ漬	

きゅうりと大根のきざみ漬	
とろーりヨーグルト	
牛乳たっぷりヨーグルト	

みかんヨーグルト	
ミルクプリン	

かたやま工芸

温泉たまご、素精糖粉末	
ハンガリー産はちみつ	
ラムレーズンと	

　　　くるみのケーキ	
きらずあげしお	

　　炒麺、茎わかめ	
　　　わらびもち、生そば	
　　　　　　全酪バター	

３６％生クリーム	
モッツァレラチーズ	
梅かつお、はっさく缶	

いか味付缶	
萩の夏みかんマーマレード	

クリーミィヨーグルト	
さっぱりヨーグルト	
ぶどうヨーグルト	

ファーレ

カムズポイント

黒豆きな粉	
恋衣せんべい	
たけの子とふきの土佐煮	

鶏増量パック	
☆おさしみ太ちくわ	

スティックかまぼこ	
さーたーあんだぎー	

歩のクッキー	

梅エキス、赤かぶ漬	
糖しぼり大根	
ごぼう醤油漬	

とろーりヨーグルト	
牛乳たっぷりヨーグルト	

ミルクプリン紅茶	
とちおとめヨーグルト	

惣菜	
	

鶏増量パック	
淡路島ちりめん	

卓上用丸大豆しょうゆ	
米ごのみ角せんべい	

コーヒーウエハース	
コンコード、あんみつ	
食べるいりこ、生そば	

米こうじ、おさしみ太ちくわ	
甘らっきょう１kg	

小さなまんじゅう類	
コーヒー牛乳	
３６％生クリーム	

豆乳プリン、わさび漬	
とろーりヨーグルト	

下曽我梅干し	

バタークッキー	
ピリッとスパイスチキンカレー	

とろっとなすのポークカレー	

おから豆乳クッキー	
ミレービスケット	

赤ちゃんせんべい	
スムージーみかんとゆず	

うずまきかりんとう	
ミックスかりんとう	
黒はちみつ、生食パン	

糖しぼり大根	
豆乳プリン、生スパゲティ	

豚バラ・豚肩ロース	
はかり売り	
関西濃厚ソース	
ベビーほたてスモーク	

惣菜	
	

ミニこんにゃく初入荷	
温泉たまご、白和えの素	
おやつ黒豆、からあげ粉	

ブルーベリーソース	
車麩、奈良漬	

抹茶わらびもち	
レモンカステラ、生そば	

焼海女のり	
鬼あられ、南部せんべい	
カスタードプリン	

梅かつお、わさび漬	
グラノーラ	
どらせん	
つるりんうどん	

みそ漬大根	

惣菜	
	

にんにく粒(錠剤)	
(予約１９日まで)	

甘らっきょう１kg	
おさつチップス	
バナナのケーキ	
水出し煎茶ティーバック	
アーモンドタフィー	
かに玉の素、伊達巻ハーフ	
ちぎりいか天、島豆腐	
さごしの玉ねぎ天	
じーまーみーどうふ	
温泉たまご	

おとふけうどん	
コーヒー牛乳	
４５％生クリーム	

豆乳プリン	
おたっしゃ豆	

ほうきね牛	
　	

黒豚	

ほうきね牛	
　	

ほうきね牛	
　	

平牧金華豚	
ステーキオーダーカット	
ヒレ・リブロース	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

今週の入荷予定青果　　	
すいか、もも、キャンベル	  
幸水、すもも	  
	

今週の入荷予定青果　　	
庄内茶豆、とうもろこし	  
幸水、もも、プラム	  
いちじく、巨峰	

今週の入荷予定青果　　	
セロリ、とうもろこし	  
キャベツ、なす、巨峰	  
白桃プラム、幸水	  

今週の入荷予定青果　　	
黄金桃、アスパラ、庄内茶豆、
豊水、いちじく	  

今週の入荷予定青果　　	
黄金桃、庄内茶豆	  

お休み前	
分合い市	

うなぎ蒲焼８０g５０円引	

豚肉対面カット	

量り売り	
(牛焼肉・豚ブロック)	

デポーへ行こう	
キャンペーン	

８月デポーで	
１,０００円以上のお買物を３回

すると缶ジュースプレゼント！
スタンプカード配布中！	

２００円引	
／ケース	

惣菜	
	


