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あこべるのパン	
あゆみのクッキー	
☆柿酢原酢	
レバーペースト	
肩ロース味噌漬	

玉子豆腐、金ごま豆腐	

淡路島ちりめん	
さーたーあんだぎー	
黒糖ふんまつ	

かき氷シロップ	
人形焼、ミニチヂミ	

４５％生クリーム	
豆乳プリン	

  　　　　　☆今月の展示会☆	
６/　５（金）　６（土）・・・・東京真珠	
６/　８（月）　９（火）・・・・ファーレ	
６/１２（金）１３（土）・・・・ニューバッグしばた	
６/１６（火）１７（水）・・・・日光陶器	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

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	
〈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	

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〉	
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	
〈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 ６月日程表 

　２５週分季節品カタログ	
　　配布→　１６（火）〆切	

棚卸し７時閉所	

　２７週分季節品カタログ	
　　配布→　３０（火）〆切	

　２６週分季節品カタログ	
　　配布→　２３（火）〆切	

　２４週分季節品カタログ	
　　配布→　９（火）〆切	

今週の入荷予定青果　　	
〈漬物特集〉らっきょう	  
・新生姜・セロリ・かぶ、　	  
さくらんぼ、いちじく	  
デラウェア	

今週の入荷予定青果　　	
枝豆、みょうが、おくら	  
いちじく	  
〈予約品目〉梅酒用生梅	  
　　　　　　　　　　(白加賀)	  
　ながさき南部セット	
	

今週の入荷予定青果　　	
なす、ピーマン、にんにく	  
新生姜、すいか	  
大石早生(プラム)	  

今週の入荷予定青果　　	
長ネギ、みょうが、とうもろこし、あんず、さくらんぼ	  
〈予約品目〉さくらんぼ(佐藤錦)、梅干用生梅(南高梅)	

１（月）〜６（土）　【消費材紹介キャンペーン】　スライスロースハム・国産十割こうじみそ(カップ)・パックだし１０％引　【牛乳キャンペーン】　ビン牛乳９００ml	
　　　　　　　　　　・５００ml紙パック牛乳１０円引　　【ワーカーズ凡のシロップ・ジャムフェア】　しそシロップ・ゆずシロップ・ゆずマーマレード・いちごジャム１０％引　	

８（月）〜１３（土）　【消費材紹介キャンペーン】　プレーンヨーグルト・素精糖・森のコーヒー　１０％引	
　　　　　　　　　　　　　【牛乳キャンペーン】　ノンホモ牛乳　１０円引　	

１５（月）〜２０（土）　【消費材紹介キャンペーン】　味わいさっぱり加糖ヨーグルト・マヨネーズ２００gチューブ　１０％引	
　　　　　　　　　　　　　【牛乳キャンペーン】　低脂肪牛乳　１０円引	

２２（月）〜２７（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・皮なしミニコロウインナ・みりん風醸造調味料　１０％引	
　　　　　　　　　　　　　【黒姫和漢・健康茶フェア】　杜仲茶　１０％引、ルイボスティー　５％引　　【サステイナブルな食】　海水塩　５％引	

東京真珠

ほうきね牛	
	

黒豚	

にぎり寿司	

平牧金華豚　	

惣菜	
	

	
「６月の展示会」「消費材紹介キャンペーン」「牛乳キャンペーン」	

「各種フェア」「朝市」「夕市」に関しましては、	
今後の情勢により中止になる可能性があります。	
詳しくはフロアにてお知らせしていく予定です。	

	

２９（月）〜７/４（土）　【サステイナブルな食】海水塩　５％引	

海水塩は、沖縄の海水を１００％使
用しています。生産者の『青い海』
は、戦後の塩専売法の規制により、
海水から塩を作れなくなった時期が
ありました。伝統ある塩づくりと食文

化を復活させようと設立されました。	

都市近郊農業の厳しい環境の中、	
生産者は「作り続ける」＊私達は「食べ続ける」
という関係性で地場野菜の持続可能な取組み
を実現してきました。日限山デポーには	
笠原農園と横浜生産者グループ(東本郷)から

新鮮な減農薬のお野菜が入荷しています。	
露地野菜の旬を味わって無駄なく食べ続けて
いきましょう。	

日光陶器

ニューバッグしばたファーレ

金ごま豆腐	
あこべるのパン	

焼海女のり、しそふりかけ	
ごま昆布、だし巻き玉子	
ちりめん山椒、赤かぶ漬	

クリーミーヨーグルト	
マンゴーヨーグルト	

ミルクプリン	
ほうれん草の丸ぎょうざ	

☆・・・新規品	

☆さんまみぞれ煮缶	 シナモン、米こうじ	
素精糖カステラ	
有機水出し煎茶	

長崎うすあげ天	
ちぎりれんこん天	

ほたて入りさつま、伊達巻	
わらび餅、温泉たまご	
しょうゆラーメン	

にぎり寿司	

４５％生クリーム	
とろろ昆布	
具沢山茶わんむし	

筍とふきの土佐煮	

ほうきね牛	
	

父の日ブレンド	
鮭とば	
あこべるのパン	

関西濃厚ソース	
おやつ黒豆	
かつお漬丼の具	

焼津まぐろ佃煮、奈良漬	
ミルクプリン抹茶	

月山ハリハリ大根漬	
糖しぼり大根	
とろ〜りヨーグルト	

とちおとめヨーグルト	

惣菜	
	

小さなまんじゅう	
ラムレーズンとくるみのケーキ	
牛乳鈴カステラ、人形焼	
なると巻、スティックかまぼこ	
コーン入りさつま、生そば	

いかめんち揚げ	
おたっしゃ豆、あんみつ	
塩こうじ甘口、温泉たまご	

４５％生クリーム	
豆乳プリン	
白ごま豆腐	

かにドリア	
小籠包	

あるれのパン	

食べるイリコ	
紅鮭昆布巻、にしん昆布巻
たらこ昆布巻	

あこべるのパン	

キャラメルラテ	
梅エキス、大正金時煮豆	
おかかちりめん	
　　　　生姜おにぎり昆布	
　　　　からし高菜	
　　　　きゅうりと大根の	
　　　　　　きざみ漬	
　　　クリーミーヨーグルト	
　　　みかんヨーグルト	

惣菜	
	

ホワイトリカー	 小さなまんじゅう、もみしそ	
温泉たまご、しおラーメン	
バナナのケーキ	
ひび努力あられ	
長崎焼かまぼこ	

スティックかまぼこ	
お野菜きんぴら揚	
甘らっきょう１kg	
生パン粉、茎わかめ	

小さなまんじゅう	
梅ドリンク、わらびもち	
牛乳ドーナツ、生そば	
サブレ、かき氷シロップ	
玄米フレークシュガー	
玉ねぎ天、たこキャベツ天	
スティックかまぼこ	
伊達巻ハーフ	
おたっしゃ豆、あんみつ	

パイン缶	
３６％生クリーム	
ソフトはんぺん	

全酪バター	
梅干し(うす塩)	

具沢山茶碗蒸し	
中華ちまき	
ふまんじゅう	

惣菜	
信州ストレートジュース	
　　もも・巨峰	

プロポリス	
生ロイヤルゼリー(要予約)	
ブルーベリーヨーグルト	
ジャラはちみつ、ミルクプリン	
のり茶漬け、赤かぶ漬	
おにぎり昆布、米めん	
鬼無里野沢菜漬、糖しぼり大根	
とろ〜りヨーグルト	

惣菜	
	

アルプスワイン赤５００ml	
☆ごろごろ茶豆、ちぎり揚	
のり茶漬け	

あこべるのパン	

ステーキオーダーカット(ヒレ・リブロース)	

サステイナブルフェス	

漁業・水産物の消費を取り巻く	
状況の変化の中、古来より続いて
いる日本の魚文化を	
守り続けましょう。	
毎週火・木・土　新鮮な魚介が	

市場より入荷します。魚の旬や	
栄養価、美味しい食べ方・調理法
何でも聞いて下さいね。	
	

地場野菜	 魚を食べよう	

日程表掲載の	
キャンペーン・フェアに関して	

	

新型コロナウイルスの影響により	
普段とは異なる来所・供給の	

増加が続いており、今後も続く	
ことが予想されます。	
組合員への安定供給を優先する	

ために、キャンペーン・フェアが	
中止もしくは延期の場合が	

あることをご了承ください。	

とろ〜りヨーグルト	

火・木・土は	  
笠原農園野菜入荷	

今週の入荷予定
青果　　	
らっきょう、枝豆	  
アスパラ、あんず
巨峰、ブロッコリー	  
〈予約品目〉	  
さくらんぼ(紅秀峰)	

魚まつり　	

PC106
取り消し線

PC106
取り消し線

PC106
取り消し線

PC106
取り消し線


