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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	
　	
　〈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	

おでん種バラ	
　　	

	

	

デニッシュハウス	
 〈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☆	
１０/　４（金）　５（土）・・・・カムズポイント（かやふきん・おしゃれ風呂敷・傘）	
１０/１１（金）１２（土）・・・・日光陶器　（有田焼・九谷焼・波佐見焼・漆器）	

口座引き	
落とし日	

金	

2019年 10月日程表 

棚卸し７時閉所	

４１週分季節品カタログ	
　　　配布→８（火）〆切	

４２週分季節品カタログ	
　　　配布→１５（火）〆切	

４５週分季節品カタログ	
　　　配布→　５（火）〆切	

４３週分季節品カタログ	
　　　配布→２２（火）〆切	

　４４週分季節品カタログ	
　　　配布→２９（火）〆切	

秋の加入キャンペーン【ウェルカム３DAYS-２４（木）〜２６（土）】	

まだデポーを試したことがない方が１０％引でお買物できるチャンスです。

この秋は未加入のお友達が得する特典がさらに増えました♪	

お友達を“デポー仲間”に誘ってみませんか！	

9/30（月）〜５（土）【消費材紹介キャンペーン】　スパゲティ１.６m・パックだし・ひじき４０g　１０％引　	

　　　　　　　　【東北の魅力フェアⅠ】　おとうふ揚げ・彩りおでん種７種セット・いわしだんご・茎わかめ・きざみめかぶ・丸もち　５％引、アラビアータソース　５％引　	

７（月）〜１２（土）【消費材紹介キャンペーン】牛乳たっぷり加糖ヨーグルト・焼売・信州田舎みそこうじ１kg・かつお細けずり５０g・森が育てた天然水５００㎖　１０％引　　　	

　　　　　　　　　　　　【東北の魅力フェアⅡ】芽吹きやの三色だんご・くるみ大福・ずんだもち・よもぎ大福・冷凍かぼちゃ(山形)・稲庭手よりうどん切り落とし	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・うす焼きせんべい塩　５％引、　ゆずこしょう　５％引、　豚しゃぶ用　５％引	

１４（月）〜１９（土）【消費材紹介キャンペーン】　おさかなソーセージらくリップ・マヨネーズ２００g・森が育てた天然水２ℓ　１０％引　、　牛乳１０円引	

【まるごと栃木まつり】焼肉のたれ・Rポン酢醤油・粗びき塩コショー袋・スパイス＆ガーリックソルト　５％引、すき焼きのたれ　５％引、牛バラ・モモブロック　５％引	
　　　　　　　　　　　　【ハイム化粧品フェア】ボディミルキーエッセンス・ハイムクレイパック・ハイムヘアミスト・薬用美髪小町・薬用毛活源　全１０％引	

	

☆コクと香りのカレールー　　	
　　中辛・甘口	
☆チョコチップマドレーヌ	
赤かぶ漬、ぜんまい水煮	
金ごま豆腐、おさしみ太ちくわ	
いわしつみれ	
かまぼこ	
	

☆・・・新規品	

☆さつま芋と黒豆の甘煮	
クリーミーヨーグルト	
小さなまんじゅう類	
ボルシチ缶、ちりめん山椒	

国産きざみ生姜	
さけるチーズ	
椿油、はんぺん	
低脂肪ヨーグルト	
みかんヨーグルト	

	
デポーウェルカム３DAYS　　ポイント２倍♪	

	

２１（月）〜２６（土）【消費材紹介キャンペーン】　ミックスチーズ・万能つゆ５００mℓ・森のコーヒー　１０％引　、冷凍玉ねぎソテー　５％引	

　　　　　　　　　　　　【ハロウィンフェア】プレス,オールタナティブのチョコレート各種・歩のクッキー(くるみ・アールグレイ・キャラメル・ココア・パンプキンナッツ)　５％引	

２８（月）〜３１（木）【消費材紹介キャンペーン】生乳１００％ヨーグルト・おとうふ揚げ・ホットケーキミックス
丸大豆醤油９００㎖　１０％引　【オルタフーズフェア】中華肉まんじゅう・中華あんまんじゅう・ピザまん	
カレーまんじゅう・中華豚まん・角煮まん　５％引、　調理用合わせ酢　５％引	

困った時のお助け役	
「はやい・うまい・簡単	
レシピ」フロアに登場	

毎日のご飯に	
お役立て下さい！	

１０月の健康食品	
小麦若葉の青汁１０％引	

筍とふきの土佐煮	
かに風味	
　　スティックかまぼこ	

コーン入さつまあげ	

小さなまんじゅう類	
重茂のさば缶	
おでん種バラ入荷	

ごま昆布	
低脂肪ヨーグルト	

クリーミーヨーグルト	
マンゴーヨーグルト	

惣菜	
	

おやつ黒豆、全酪バター	
バナナのケーキ、生そば	
きざみピクルス	

かりんはちみつあめ	
萩の夏みかん	

　　　マーマレード	
黒豆きな粉、しおラーメン	
チーズおかき、白和えの素	

黒酢入り中華あん	

３６％生クリーム	
梅かつお	
ごぼうサラダ	

ほうとう麺	
干し大根キムチ	

カムズポイント

日光陶器

恋衣せんべい	
十勝甘納豆	
ビン入トマトジュース	

　　　　　(８４０㎖)	

あるれパンまつり	 とろーりヨーグルト	
とちおとめヨーグルト	
ミニあんドーナツ	
ハンガリー産はちみつ	
キャットフード	

(かつお節・鶏肉入り)	
おかかちりめん	
おにぎり昆布、糖しぼり大根	
コーヒー牛乳	

惣菜	
	

淡路島ちりめん	

あんみつ、グミミックス	
ミニリングドーナツ	
ミックスハーブ	

素精糖カステラ	
抹茶早春の香	

炒麺、米こうじ、人形焼	
ちぎりれんこん天	
甘らっきょう１kg	

温泉たまご	

４５％生クリーム	
豆乳プリン、豚白もつ	
生乳バター、わさび漬	

デザートこんにゃく	

豚トントロ	
豚焼肉カット	
はちみつカステラ	

紅茶カステラ	
抹茶カステラ	
芋こんにゃく	

車ふ入りおでん	
サラダかまぼこ	
イカ入紅しょうが揚	

ほたて入りさつま揚	

惣菜	
	

☆コクと香りのカレールウ	

食べるイリコ、牛乳ドーナツ	
玄米もち、わらびもち	
生パン粉、生そば	
しおラーメン	 ４５％生クリーム	

豆乳プリン、梅かつお	
ごぼうサラダ、白ごま豆腐	
ほうとう麺、干し大根キムチ	
みそ漬だいこん	

どらせん	
グラノーラ	
純国産ポテトチップス	
紅はるか	
　　黄金さつま芋干し芋	

ミニチョコカカオ８０％	
ミニチョコオレンジビター	
ミニチョコエスプレッソ	
ウィンターチョコ、歩のクッキー	
どらせん、なると巻	

コーン入りさつま揚	

仙台曲がりネギちりめん揚	
メープルシロップ(ゴールデン)	
ココナッツミルク缶	
チャイパック、小女子くるみ	
ちくわぶ、はんぺん	

鬼無里野沢菜漬	
キムチ鍋のつゆ	
とろーりヨーグルト	
ぶどうヨーグルト、ミルクプリン
抹茶、コーヒー牛乳	

惣菜	
	

干し大根	
　　　キムチ	
ミックスチョコレート	
黄金カステラ、人形焼	
温泉たまご、あご天	

さごしの玉ねぎ天	
長崎焼きかまぼこ	
ほたて貝柱水煮缶	

４５％生クリーム	
甘食、わさび漬	

金ごま豆腐	
かに風味スティック	
　　　かまぼこ	

車ふ入りおでん	
だんごセット(えび・豚)	

小さなまんじゅう類	
生ロイヤルゼリー(要予約)	
プロポリス、ジャラはちみつ	
ももヨーグルト	
みついし根昆布入りパウダー

ごま昆布	
低脂肪ヨーグルト	
クリーミーヨーグルト	
鬼無里野沢菜漬	
きざみのり	

惣菜	
	

シナモン	
干し大根いちょう切り	
パパッと	

　マカロニグラタンセット	
塩こんぶ	

『はかり売り味噌』は	
１１月初旬入荷予定	

『李朝園の白菜キムチ』	
新規取組	

食養生の話	
“黄色い食べ物”	
には殺菌作用があり、	

粘膜を強くする働きがあります。	
かぼちゃ・ミニトマト・パプリカ	

冬に備え体力UPに“生落花生”	

免疫力を高め、コレステロールを
抑制、抗酸化作用の高い	

ビタミンEも多く含まれています	

豚肉対面カット	 ほうきね牛	
　	

黒豚	

ステーキオーダーカット(サーロイン・モモ)	

ほうきね牛	
　	

ほうきね牛	
　	

平牧金華豚	

１０％引	

豚カタぶつ切り	
ブロック肉	

魚まつり　	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

今週の入荷予定青果　　	
紅玉、千秋、洋梨バラード	  
秋映、早生みかん	

今週の入荷予定青果　　	
紅玉、シナノスイート	  
ジョナゴールド、南水	  
レインボーキウイ	

今週の入荷予定青果　　	
ベータークィーン	  
箱まいたけ、紅玉、西条柿	

今週の入荷予定青果　　	
王林、庄内柿、平核無柿	  
みかん、サンフジ	  
シナノゴールド	

メイシーちゃん	
お菓子シリーズ	

が戻ってきます！	

メイシーちゃん	
うみのおさんぽ	

・いちごとぶどうのラムネ	
その他	

惣菜	
	


