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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	
　	
　玄米食パン１０％引	
　〈木ようのおすすめ〉	
　生パスタの日	
　黒豆納豆　	

 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	
 玄米食パン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	
　八ヶ岳野菜	
	

  　　　　　☆今月の展示会☆	
１２/　２（月）　３（火）・・・・日光陶器　（有田焼・九谷焼・漆器など）	
１２/　４（水）　５（木）・・・・東京真珠　（銀座にショールームがあります）	
１２/　６（金）　７（土）・・・・ブティックHARA　（大人カジュアル）	
１２/１１（水）・・・・・・・・カムズポイント　（かわいいタオル・ハンカチ・お年賀にいかが）	
	

口座引き	
落とし日	

金	

2019年 １２月日程表 

　５０週分季節品カタログ	
　　配布→１０（火）〆切	

　５１週分季節品カタログ	
　　配布→１７（火）〆切	

　１週分季節品カタログ	
　　配布→２４（火）〆切	

　２週分季節品カタログ	
　　配布→1/7（火）〆切	

２（月）〜７（土）　【ポイント２倍】　【日東珈琲フェア】　森のコーヒー・パプアニューギニア　１０％引、簡易ドリップコーヒー　５％引　	
　【年末必需品フェア】丸大豆醤油９００㎖・万能つゆ９００㎖・素精糖・真塩・信州田舎みそ・食酢　５％引、　おみ漬・赤かぶ漬・白菜キムチ５％引、牛バラ・カタ　１０％引	

９（月）〜１４（土）　【クリスマスパーティーフェア１】　エコシュリンプ・ドライフルーツ＆ナッツミックス・アーモンド・カリフォルニアレーズン・プルーン・クルミ	
　　　・エチゴビール各種、　　生ソーセージ・パリ旨　５％引、　　奥和干物（あじ３枚除く）　５％引　、生乳１００％ヨーグルト・とろーり加糖ヨーグルト　５％引	

１６（月）〜２２（日）　【クリスマスパーティーフェア２】　オリーブオイル・パパッとマカロニグラタンセット・いろいろ使えるトマトベース・生パスタ・スモークチーズ	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・から揚げ粉・井筒ワイン各種　５％引	

２２ 開　所	

　　クリスマス用品受渡し	

２３（月）〜２６（木）【ポイント２倍】　【年末年始イチオシ消費材フェア】　素精糖・万能つゆ５００㎖	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ごま油５００g　５％引	

日光陶器 東京真珠 ブティックHARA

カムズポイント

食べるイリコ	
小さなまんじゅう類	
ウィンターチョコレート	
歩のクッキー、コーヒー牛乳	

ももヨーグルト	
とろーりヨーグルト	

おにぎり昆布、おみ漬	
赤かぶ漬、	

白菜キムチ(第一物産)	
	

ラムレーズンと	
　　くるみのケーキ	
素精糖カステラ、人形焼	

メイシーちゃんのおかし	
おいなりこんちゃん	

玄米もち、チーズおかき	
塩尻ワイン、温泉たまご	

メープルシロップ	
　　　　（ゴールデン）	
パパッとマカロニグラタンセット	

プロポリス	
生ローヤルゼリー(要予約)	

低脂肪ヨーグルト	
マンゴーヨーグルト	
ちりめん山椒、千枚漬	
白菜キムチ、糖しぼり大根	

青菜漬	

いちごジャム(国産)	
アーマンドタフィー	
ひび努力あられ	
米こうじ、生そば	
甘らっきょう、しおラーメン	

たこキャベツ天	
重茂わかめ春一番１００g	
わり干し大根キムチ	
ナチュロビさつまいも	

恋衣せんべい	

小さなまんじゅう類	
コーヒー牛乳	
クロテッド＆スコーン	

鬼無里野沢菜、おみ漬	
ピリ辛きゅうり	

白菜キムチ(第一物産)	
とちおとめヨーグルト	
ミルクプリン紅茶	

骨付モモ肉	
丸鷄	
ミニリングドーナツ	
ダッタンそば茶	

バナナのケーキ	
人形焼、温泉たまご	

おいなりこんちゃん	
からし高菜、味付メンマ	

京風白味噌	
玄米もち、島豆腐	
なると巻	

じーまーみどうふ	
梅かつお	

カップ白菜キムチ甘口	
白ごま豆腐	
干し大根キムチ	

茶わんむし	
豆乳	

骨付モモ肉	
　丸鷄	
カレーの壺	

萩の夏みかんマーマレード	
黒豆きな粉	
まんじゅう詰合せ	
あご天、長崎地魚うすあげ天	
さごしの玉ねぎ天	

焼かまぼこ	

平牧金華豚	 量り売り	

豚肉対面カット	 黒豚	 ほうきね牛	
　	

ほうきね牛(年内最後)	

　	

ほうきねヒレステーキ
オーダーカット	

予約受付ます！	

ほうきね牛　	

ローストビーフ用牛肉　	
モッツァレラチーズ	
４５％生クリーム	

具だくさん茶わんむし	
豆乳	

	
サーロインステーキ	
ヒレステーキ入荷	
予約受付ます！	

	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

魚まつり　	

今週の入荷予定青果　　	
土物フェア、じゃがいも	  
玉ねぎ、にんじん、ネギ	  
長芋、さつまいも	

今週の入荷予定青果　　	
鍋物フェア、かぼちゃ(冬至)
ゆず、紅まどんな、夢の恵	  
姫の匠	

今週の入荷予定青果　　	
クリスマス青果フェア	  
パーティー用野菜	  
サラダ用野菜	  
いちご、みかん	

今週の入荷予定青果　　	
年末・正月用青果フェア	

あんみつ	
栗渋皮煮	
玉子豆腐	

あら挽きいわしつみれ	

惣菜	
	 梅かつお、黒ごま豆腐	

茶碗むし、ほうとう麺	
淡路島ちりめん	

豆乳	

伊達巻ハーフ、金ごまどうふ	
４５％生クリーム	
サラダかまぼこ	
いか入紅しょうがあげ	
ほたて入さつま	 惣菜	

	

ミニ昆布巻、たらこ昆布巻	
具だくさん茶わんむし	
いわしだんご	

きざみ白菜キムチ	
干し大根キムチ	

ナルムセット	
みそ漬け大根	
豆乳	

クランベリーチョコ	
岡山県でとれた作州甘栗	
４５％生クリーム、玉子豆腐	

えび豚だんごセット	
	 惣菜	

	

惣菜	
	

惣菜	
	

コロッケ、太巻	
お弁当	

スティックかまぼこ	
コーン入りさつまあげ	

糖しぼり大根	
第一物産白菜キムチ	
青菜漬、寿司でんぷ	

低脂肪ヨーグルト	
みかんヨーグルト、	

さけるチーズ、わさび漬	
にしん昆布巻、千枚漬	
紅鮭昆布巻、あんみつ	

柚子巻柿	

惣菜	
	

海老しんじょ	

柿なます	

11月1日〜来年6月末日まで	
キャッシュレス還元事業適用でフロアがお得！	

デポー一括カードでお買物金額の５％が翌月ポイント還元されます。	

従来のポイントやフェアも同時進行。とってもお得なフロアで	

美味しいXmasやお正月の準備を！　未加入のお友達も誘ってね。	

２９ 開　所	

　　お正月用品受渡し	

PM１〜３ハッピーアワー	

28（土）〜30（月）PM１〜３ハッピーアワー	

マグロ	
ブリ	

デポーお休み	
新年は	

１月６日(月)開所	
	

　　お正月用品受渡し	

マグロ	
ブリ	

Xmas用品・お正月用品フロア入荷予定	

ジングルベル蒲鉾	
シャンメリー	
かに爪クリームフライ	
パエリアセット	
かに甲羅	
     クリームグラタン	
☆北海道産数の子	
　　西京漬	
☆北海海鮮スモーク	
　　オリーブオイル漬	
スモークサーモン	
　　　スライスバラ	
	

黒豆（２種）	
松前漬手作りセット	
田作り	
骨付モモ照り焼	
ローストビーフ（タレ付）	
フライドチキン	
ディナーソーセージ３種	
モッツァレラとバジルの	
菜園風ピザ	
	

長熟だし仕込み	
　糸巻きロースハム	
有頭エコシュリンプ	
切り餅、栗きんとん	
☆ずわいがにの押し寿司	
紅白なま麩、笹蒸し寿司	
正月用丹波黒豆煮豆	
おせち・たつくり	
北海道産塩数の子	
川えび甘露煮	
☆北海海鮮塩こうじ漬	
　　おせちセット８品目	
	

にしん昆布巻	
たたきごぼう	
塩数の子	
味付数の子	
にしん甘露煮	
鏡もち	
紅白なます	
伊達巻	
甘えび昆布じめ	
　門松セット	
　ひのき祝箸	

13日(金) 24日(火)
23日(月)

14日(土)

２８（土）〜３０（月）PM１〜３時	
レジ利用３,０００円以上の方に	
２００円引券をさしあげます。	

割引券の使用期間は１/６（月）〜１２（土）です。	

ハッピーアワー	
	

年越しそば	

30日(月)

栗の甘露煮	
元旦用ミニ	
　おせちセット	
　　４品目	
蒸しかまぼこ	
ぐちかまぼこ	
丸大豆醤油	
(自然垂れ)	
梅寿なると巻　　　	
　　セット	

25日(水)

♪	

♪	

売り切り市	

駐車場は	
・デポー裏	
・デポー	

　　第２駐車場	
・三井リパーク	

・アイペック	
４カ所ご利用ください	

(３０分補助有)	

ポイント２倍	

うずまきかりんとう	

☆・・・新規品	


