
列1

1 2 3 4 5

お
　
休
　
み

6 7 8 9 10 11 12

　

お
　
休
　
み

  

13 14 15 16 17 18 19

　

お
　
休
　
み

20 21 22 23 24 25 26

お
　
休
　
み

27 28 29 30

  　　　　　☆今月の展示会☆	
４/　１（水）　２（木）・・・・フォレスト　（江戸切子ガラス食器）	

４/　３（金）　４（土）・・・・センプレ　（セミオーダーできます）	

４/　７（火）　８（水）・・・・カムズポイント　(かさ・おしゃれ風呂敷・バンダナ)	

４/２０（月）２１（火）・・・・スタジオシオノ　(生地からこだわった洋服です)	

	

【ジュースキャンペーン】	
４/２５(土)〜５/２(土)	

〈２００円引/１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	
〈１００円引/１ケース〉	
　りんごジュース	
　タンサン・　無糖炭酸	
　夏みかんスカッシュ　	

〈５０円引/６缶〉	
　にんじんとりんごの濃いジュース	
〈５％引/１本〉	
無糖アイスコーヒー	
加糖アイスコーヒー	

	

月	

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	
　抹茶こしあんロール	
　〈木ようのおすすめ〉	
木曜朝市	
　青果＆鮮魚全品５％引	
　　　　(１０:３０〜１４:００)	
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	

あこべるのパン	

	

〈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	
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ぱんのむぎや	

〈火ようのおすすめ〉	
火曜夕市	
　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	
 抹茶こしあんロール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	
	

口座引き	
落とし日	

金	

2020年 ４月日程表 

１５週分季節品カタログ	
　　配布→　７（火）〆切	

１６週分季節品カタログ	
　　配布→１４（火）〆切	

１８週分季節品カタログ	
　　配布→２８（火）〆切	

１７週分季節品カタログ	
　　配布→２１（火）〆切	

１９週分季節品カタログ	
　　取組がありません	

☆十勝産ピュアホワイト 
　　　　(ホールコーン)	
焼津のまぐろ佃煮	

麦みそ	
マンゴーヨーグルト	

きゃらぶき、コーヒー牛乳	
きゅうりと大根のきざみ漬	
クリーミーヨーグルト	

さっぱりヨーグルト	

春の紹介ラリー　第２弾スタート！	
☆生活クラブがオリコン総合満足度第１位獲得(食材宅配部門)☆	

気軽にデポーを教えてあげてネ。紹介人数が増える毎にあなたへプレゼント
がグレードアップ↑　「美味しい」「安全」はきっとお友達も喜んでくれます。	

サステイナブル　フェス！

私たちの生活に密着した消費材で	
生活クラブの取組み	

「サステイナブル」(持続可能)を紹介します	

《今月のテーマ》	
　「フェアトレード」　「素精糖」	
毎週木曜日　・エコシュリンプ　５％引	

　　　　　　　　 ・バランゴンバナナ	
　　　　　　　　　　　１００g当たり　５円引	

２０（月）〜３０（木）　・素精糖　５％引	
	

「フェアトレード」とは、	
日本語で「公正取引」。	

消費材のエビとバナナは	
輸入品ですが、産地の環境

保護と生産者の生活の	

向上に配慮し作られた	
「フェアトレード品」です。	

	
「素精糖」は、沖縄県産の	
サトウキビを１００％使用。	
サトウキビは地域の農業	
にはかかせない存在で、	

製糖業とともに地域産業を	
支えています。	

３/３０（月）〜４（土）　【レンジで冷食ランチフェア】　鶏ごぼうごはん・ひとくちハッシュポテト	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・蒸し焼きそば２袋　５％引	

フォレスト センプレ

カムズポイント

スタジオシオノ

６（月）〜１１（土）　【新学期お弁当フェア】　鶏ごぼうごはん・ひとくちハッシュポテト・ポークウィンナ・パリ旨ポークウィンナ・泰山漬魚・醤油漬たくあん　５％引	
	

☆・・・新規品	

冷し中華ゴマだれ	
あこべるのパン	
	

１３（月）〜１８（土）　【春野菜のサラダフェア・丹精國鶏フェア】　ポン酢醤油・焼肉のたれ・鶏肉全品・秋川牧園ヨーグルト・平飼たまご　５％引	
	

☆モカアイス	
　　　(ふんわり黒糖味)	
☆鶏スタミナ炒め用	
あさり佃煮、梅かつお	
わさび漬、とろーりヨーグルト	
牛乳たっぷりヨーグルト	
とちおとめヨーグルト	
ミルクプリン紅茶	

キャラメルラテ	
クロテッドスコーンセット	

２０（月）〜２５（土）　【みんな集まれ！バーベキューフェア・アルプスジュースフェア】　ポン酢醤油・焼肉のたれ・船凍するめいか・本格キムチ・刻みキムチ	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・カクテキ　５％引、　信州ももジュースストレート・信州巨峰ジュースストレート　１０％引、　素精糖　５％引	

	

にぎり寿司	

２７（月）〜３０（木）　【初夏のカレーフェア】　甘口＆辛口カレールーフレーク・ビーフカレー１人用	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・福神漬　５％引、素精糖　５％引　【ジュースキャンペーン】	

	

『カリモク』	
ハッピースプリングフェア	

２７（土）２８（日）	
デポーカード提示で、	

組合員価格にて	
購入できます	

ゴールデンウィーク	
３（日）〜６（水）	

休みます	
	

４月下旬	
はかり売り味噌	
　入荷予定	

冷し中華	
小さなまんじゅう類	
水羊羹(こし・つぶ)	
アーモンドタフィー	

しょうゆとんこつラーメン	
わさび漬、鮭とば、生うどん	
菜の花天、玄米もち	
淡路島ちりめん	
サラダかまぼこ、わらびもち	
あんみつ	

	

新生バター	
４５％生クリーム	
モッツァレラチーズ	

豆乳プリン、ほうとう麺	
干し大根キムチ	

	

恋衣せんべい	
どらせん	
グラノーラ	

	

惣菜	
	

ミニあんドーナツ	
シナモン、ナツメグ	
チャイパック、温泉たまご	
生そばしおラーメン	
伊達巻ハーフ	

サブレ、ひねりあげ	
甘らっきょう１kg	
ちぎりれんこん天	
スティックかまぼこ	
いか入しょうがあげ	
ほたて入さつま	

☆サラダチキン	
４５％生クリーム	
紅鮭ほぐし	

白ごま豆腐	
みそ漬大根	

あるれパン	
(入荷月に１度になりました)	

バタークッキー	

黄金カステラ	
チーズおかき	
ラムレーズンと	
　　くるみのケーキ	
ひび努力あられ	

米こうじ、なると巻	
冷し中華、長崎うす揚天	
しょうゆラーメン、玉ねぎ天	
お野菜きんぴら天	
金華さば水煮	

金華さば水煮	
４５％生クリーム	
豆乳プリン	

新生バター	
たけのことふきの土佐煮	

冷し中華	

信州ももストレートジュース
信州巨峰ストレートジュース	
抹茶カステラ、紅茶カステラ	
湘南トマトカレー	
湘南トマトハヤシ	

トマトジュースビン	
いちごバター	
生芋神戸こんにゃく　	

あこべるのパン	
あんみつ	
伊達巻ハーフ	
金ごま豆腐	 シークァーサージュース	

あゆみのクッキー、梅エキス	
みかんヨーグルト、奈良漬	
からし高菜、ちりめん山椒	
クリーミーヨーグルト	

さっぱりヨーグルト	

小さなまんじゅう類	
おやつ黒豆、牛乳ドーナツ	
バナナのケーキ、人形焼	
あご天、長崎焼かまぼこ	
かに風味かまぼこ	

いかめんちあげ、生そば	
コーン入りさつま、温泉玉子	
しおラーメン、全酪バター	
茎わかめ	

４５％生クリーム	
豆乳プリン	
具だくさん茶碗蒸し	
キーマカレー、ナン	
李朝園キムチ	

ほたて干し貝柱	
梅かつお、糖しぼり大根	
とろ〜りヨーグルト	

ブルーベリーヨーグルト	
ミルクプリン抹茶	

コーヒー牛乳	

キズのり、人形焼	
からあげ粉	

ほうきね牛	
　	

黒豚	

はかり売肉	

ステーキオーダーカット(モモ・サーロイン)	

ほうきね牛	
　	

豚肉対面カット	
平牧金華豚	 はかり売肉	

にぎり寿司	

魚まつり　	

今週の入荷予定青果　　	
しぼりトマト、たけのこ	  
アスパラ、ジャム用いちご	

今週の入荷予定青果　　	
春キャベツ、新にんじん	  
たけのこ	  
ジューシーフルーツ	  
ジャム用いちご	  
甘夏きばる終了予定	

今週の入荷予定青果　　	

さんぶ有機野菜フェア	  
たけのこ、ジャム用いちご	

今週の入荷予定青果　　	
東本郷地場野菜出荷予定	  
新玉ねぎ、新じゃがいも	  
びわ、なす、ピーマン	  
小玉すいか	

火・木・土は	  
笠原農園野菜入荷	

惣菜	
	

惣菜	
	

惣菜	
	

惣菜	
	

《サステイナブルな食》	

《サステイナブルな取組》	

惣菜	
	

「あこべるのパン」	
東京のデポーが	

扱っているパン屋さん	
お米が原料の天然酵母	

あこべるのパン	

新生活の
応援	


