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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、八ヶ岳野菜	

おでん種バラ	
　　	

	

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	
　八ヶ岳野菜	
	

  　　　　　☆今月の展示会☆	
１/１０（金）１１（土）・・・・かたやま工芸　（オリジナルジュエリー）	

１/２２（水）２３（木）・・・・パラマウント　（足にやさしい靴）	
	

口座引き	
落とし日	

金	

2020年 １月日程表 

　３週分季節品カタログ	
　　配布→１４（火）〆切	

　４週分季節品カタログ	
　　配布→２１（火）〆切	

　５週分季節品カタログ	
　　配布→２８（火）〆切	

　６週分季節品カタログ	
　　配布→２/４（火）〆切	

新年明けましておめでとうございます
昨年は「紹介」「紹介」と大騒ぎしながら

大目標の「リニューアル」を組合員・ワーカーズ・職員の
総力で無事達成することができました。
『万歳！万歳！万歳！』です。

２０２０年度もまた皆様デポーに足を運んで
活気のあるフロアを作っていきましょう。

新春初売りは　６(月)１０:３０からです

７（火）〜１１（土）　【新春フェア】　よもぎのあんドーナツ・ミニあんドーナツ・小松製菓小さな和菓子・お吸物・　たまごスープ５％引　	
　　　　　　　　　　　　【冬の食養生】白粥・玉子豆腐・ノンカップ麺うどん・そば　５％引	

１３（月）〜１８（土）　　【冬のあったかフェア】　デミグラスソース・コンソメ顆粒・ビーフシチューフレーク・ひよこ豆のカレールー＆シチュールー　５％引	
　　　　　　　　　　　　　　【冬の食養生　温活】おろしにんにく・おろししょうがチューブ・純ココア　５％引　/　豚ブロック肉５％引　	

甘酒、天津むき甘栗	
お赤飯３個組　１０％引	 ヒレサーロ入荷	

春巻の皮	
おこげあげ割れせん	

からし菜の浅漬	
３６％生クリーム	

豆乳プリン	
野沢菜ちりめん	
梅かつお	

一口香、黒棒	
麻花兒、梅ヶ枝餅	
米こうじ、こうじ漬の素

(甘口)、福豆	
しおラーメン	

サラダかまぼこ	

２０（月）〜２５（土）　【受験生応援フェア】　お弁当用ハムカツ・冷凍たこやき・ふっくら焼おにぎり・ノンカップ麺しょうゆラーメン・塩ラーメン・冷凍ゆでうどん　５％引	
　【冬の食養生　デトックス】発芽はと麦茶・ルイボスティー　５％引　【泰山フェア】目鯛＆さわら味噌みりん漬・しそわかちりめん・辛子明太子１０％引　/牛小間１０％引	

２７（月）〜２/１（土）【節分】　真いわし味付缶・大豆ドライパック缶・生芋板こんにゃく・有機生芋ミニ糸こんにゃく＆板こんにゃく　５％引	
　　　　　　　　　　　　【冬の食養生　乾燥対策】すりごま白＆黒・ねりごま白パウチ１７０g・　ごまだれ５％引 /　牛うす切・焼肉１０％引	

『冬の食養生』	
・・・身体をいたわる食品の紹介です	
	
〈温活〉１３（月）〜１８（土）	
　　身体を温める作用のある食品	
	
〈デトックス〉２０（月）〜２５（土）	
　　むくみ解消、老廃物を排出する	
　　効果が期待できる食品(お茶)	

	
〈乾燥対策〉２７（月）〜２/１（土）	
　　肌の乾燥を防ぐ若返りビタミン	
　　・ビタミンEを多く含む食品（ごま）	
	

《予約受付中》	
	

　＊『手作り味噌』	
　　　　　(米こうじ・大豆・塩)	

　＊バレンタインにむけて	
　　　　『トリュフチョコ』	

☆焦がしキャラメル風おこし	
糖しぼり大根	
寒もち黒ごま	
焼海女のり、ぶどうヨーグルト	
のり茶漬け、食べるイリコ	

おでん種イカ巻き揚ボール	

惣菜	
	

鶏増量パック	
玄米餅、南部せんべい	
人形焼、わらびもち	

干し大根キムチ	
白和えの素	

淡路島ちりめん	

かたやま工芸

パラマウント

いりこ粉末	
黒棒、ラクレットチーズ	
ちりめん山椒	

青菜漬、千枚漬	
低脂肪ヨーグルト	
ももヨーグルト、糖しぼり大根	

惣菜	
	

甘食、生パン粉	
牛乳ドーナツ	
はっさく缶、生そば	
インスタントコーヒー	
カフェインレス、温泉たまご	

インド風カレースパイス	
長崎うすあげ天	
ちぎりイカ天、たこキャベツ天	

ヒレサーロ入荷	
牛スネブロック	
ココナッツミルク	

素精糖カステラ	
千枚漬、紅鮭ほぐし	

白菜キムチ(第一物産)	
４５％生クリーム	
きゅうり奈良漬	

わさび漬、伊達巻ハーフ	

惣菜	
	

なると巻、金ごま豆腐	
きんぴら揚	
玉子豆腐	

	

☆ブルーベリーヨーグルト	
　　　　　　　　果肉入り	
ミニあんドーナツ	
小さなまんじゅう類	
羊かん本練ハーフ	

防災用品、くるみロール	
石窯ライ麦ロール	
ちくわぶ、おみ漬、赤かぶ漬	
スコーンセット	
低脂肪ヨーグルト、ミルクプ

惣菜	
	

人形焼、国産きざみ生姜	
米粉、いちごジャム国産	
寒もちよもぎ	

キズのり	
ミニリングドーナツ	
よもぎあんドーナツ	

しょうゆラーメン	
とんこつラーメン	

第一物産白菜キムチ	

ヒレサーロ入荷	
３６％生クリーム	
梅かつお	

いわしだんご	

豚バラスライスはかり売	
福豆、あんみつ	
寿司でんぶ、金ごま豆腐	

スティックかまぼこ	

☆トリュフチョコ	
ラムレーズンとくるみケーキ	
千枚漬	
ピリ辛きゅうりしょうゆ漬	

低脂肪ヨーグルト	
とちおとめヨーグルト	
ミルクプリン	

☆・・・新規品	

ドライマンゴー	
干しいちじく	
ドライクランベリー	

ミックスナッツ	

惣菜	
	

にんにくみそ	
玄米もち、伊達巻ハーフ	
長崎じゃこ天、生うどん	

ごぼう天、たこキャベツ
天、塩こんぶ	

生そば、温泉たまご	
しおラーメン	
きざみ高菜	

４５％生クリーム	
豆乳プリン、たけのことふき
の土佐煮、白菜キムチ(第
一物産)	
紅鮭ほぐし、わさび漬	

具だくさん茶わん蒸し	

ヒレカツはかり売	

黒豚	 ほうきね牛	
　	

豚肉対面カット	 平牧金華豚	

はかり売ブロック肉	

ほうきね牛	
　	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

魚まつり　	

今週の入荷予定青果　　	
七草セット、福袋、ちぢみほうれん草	  
せり、いちご、スイートスプリング	

今週の入荷予定青果　　	
木箱入りりんご、アンジェレ(トマト)	  
ネーブル、はっさく、糸みつば、キウイ	

今週の入荷予定青果　　	
きんかんたまたま	  
たんかん、なばな	  
たらの芽	

今週の入荷予定青果　　	
寒の市、ニラ、セリ	  
鍋物野菜	

鶏増量パック	
餃子の皮	

かりがね煎茶	
ちびちゃん丸もち	
金ごま豆腐	
スティックかまぼこ	

新春
初売り

《ただ今５％還元中！》	
	
レジ通過のすべての品物が、	

デポーカード(口座一括払)	
ご利用で支払い時５％戻ります。
これってかなりお得！	

年末年始はデポーでお買物！！	

新生活のご準備に！	

『カリモク』	
　　(新横浜ショールーム)	
快適コーディネートフェア	

　　　　　　　　　　　２０２０	
１/２５（土）２６（日）	

デポーカード提示で	

　　組合員価格になります。	

「カツ＝勝つ」	
「たこ＝多幸」	
「おにぎり(おむすび)＝	

良い結果にむすびつける	
がんばれ！！受験生！	

	
	

お待たせしました	
＊餃子・春巻きの皮	
＊第一物産白菜キムチ

＊乾燥パスタ	
　　(スパゲッティー)	

再開してます！	

【ステップアップ紹介ラリー】期間：１２/２（月）〜２０２０/２/２９（土）	
「お友達紹介」を楽しんじゃおう！友達紹介で組合員にプレゼント！詳しくは店頭で	

プレ	
ゼント	

��� ��� ��� ��� ���

ポリラップミニ
かノンカップ麺	

焼き海苔か　　　
みかんジュース	

万能つゆ５００㎖
かみかんゼリー
チョコレート	

簡易ドリップ森の
コーヒーか　　　　
オリーブオイル	

うなぎ蒲焼カットか
無洗遊You米２kg	

はかり売味噌入荷	

恵方巻予約受付中	
今年の恵方は	

西南西	


