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  　　　　　☆今月の展示会☆	
１０/　２（金）　３（土）・・・・ブティックHARA　(大人カジュアル)	
１０/１２（月）１３（火）・・・・プーパン　(子供服)	
１０/１４（水）１５（木）・・・・東京真珠　(お子様・お孫様に如何ですか。リフォームも受けます)	

１０/２１（水）２２（木）・・・・アフロディーテ　(オリジナルバック色々あります)	
	

月	

オルタのパン	
（白神酵母）１０％引	
〈水曜のおすすめ〉	
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	
〈木曜のおすすめ〉	
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～6：30pm  / 定休日: 日曜日	

あこべるのパン	

	

〈月曜のおすすめ〉	

　　漬魚の日　　　 	
　　バナナの日	

http://www.seikatsuclub-kanagawa.coop/depot_higiriyama.html	

ぱんのむぎや	

〈土曜のおすすめ〉	

　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	
火曜夕市(16:00〜18:30)	
青果＆鮮魚全品５％引	
〈火曜のおすすめ〉	

チーズの日	
八ヶ岳野菜	

　　	

デニッシュハウス	

〈金曜のおすすめ〉	
 　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10月日程表 
【秋の紹介キャンペーン】	

新しい組合員を増やすことが　『デポーの活力』　につながります。	
お知り合いへの　「ひと声」　よろしくお願いします！	

「５００円紹介カード」　「ステップアップ紹介ラリー」	
紹介する側にも特典がいろいろあります♪	

	

　４２週分季節品カタログ	
　　配布→１３（火）〆切	

　４３週分季節品カタログ	
　　配布→２０（火）〆切	

４５週分季節品カタログ	
　　配布→11/3（火）〆切	

　４４週分季節品カタログ	
　　配布→２７（火）〆切	

【デポットウィーク】　	
10/1(木)〜10(土)	

	
「デポットウィーク	

生活クラブで働く、デポーで働く」	

	
「生活と自治」と一緒に冊子を	

お届けします	

フロアに説明コーナーを設けます
ので少しでも興味を持たれた方	

お声をかけて下さい	

10/1(木)〜31(土)	
エコグリーン(化粧品)キャンペーン	

セラジュニール・TAEKOなど	

９アイテムが５％引です	

9/28〜10/3【消費材紹介キャンペーン】ひじき４０g１０％引、エコシュリンプ５％引	
【米澤製油ドレッシュングフェア】オニオンドレッシング・にんじんドレッシング５％引　	

５（月）〜１０（土）　【消費材紹介キャンペーン】　素精糖　１０％引、　ポークウィンナ・パリ旨ポークウィンナ　５％引　　　	
　　　　　　　　　　　　	 	

デポー ウェルカム３DAYS　　組合員ポイント２倍♪	
	

１２（月）〜１７（土）【消費材紹介キャンペーン】　マヨネーズチューブ・なたね油角缶　１０％引　　【まるごと栃木まつり】栃木開拓農協野菜入荷　　　　	
　　　　　　　　　　　　【泰山フェア】　泰山の漬魚・たらこ・辛子明太子・ふりかけ各種　５％引	
	

１９（月）〜２４（土）　【消費材紹介キャンペーン】　万能つゆ５００mℓ・かつお細けずり　１０％引　【おでんフェア】　手羽先・手羽元・生芋こんにゃく各種　５％引	
　　　　　　　　　　　　【チョコレート＆クッキーフェア〜３１（土）】　オルタトレードジャパンのチョコレート・歩のクッキー各種　１０％引	

２６（月）〜３１（土）　【消費材紹介キャンペーン】　パックだし　１０％引　	
　　　　　　　　　　　　　【チョコレート＆クッキーフェア】　オルタトレードジャパンのチョコレート・歩のクッキー各種　１０％引	

恋衣せんべい	
古代あげもち	
トマトジュース(びん入り)	

MUGIYA生食パン	

ミニあんドーナツ	
小さなまんじゅう	
のり茶漬、こぶ茶、シナモン	
ミックスハーブ	
ソフトはんぺん	

守口漬、赤かぶ漬	
クロテッド＆スコーン	
とちおとめヨーグルト	
ミルクプリン紅茶	
マーラーカオ	

からあげ粉	
黒姫山草茶	
チビちゃん丸もち	

ミニリングドーナツ	
バナナのケーキ	
素精糖カステラ	
チーズおかき、米こうじ	
伊達巻ハーフ	

たこキャベツ天、温泉たまご	
おさしみ太ちくわ	
茎わかめ、生そば	
しょうゆ・とんこつラーメン	

抹茶カステラ	
紅茶カステラ	
さつまいもカステラ	

MUGIYA生食パン	
	

小さなまんじゅう	
プロポリス	
関西濃厚ソース	

ちりめん山椒	
小女子くるみ	

夏みかんピールチョコ	
鮭とば、ボルシチ缶、人形焼	
オニオンスープ	
わさび漬、糖しぼり大根	
甘らっきょう１kg	

長崎焼かまぼこ	
かに風味かまぼこ	
車ふ入りおでん	
わらび餅、全酪バター	
しおラーメン	

歩のクッキー	
クルミ、キャラメル	
甘夏、アールグレー	
紅鮭ほぐし	
具だくさん茶碗蒸し	

ほうとう麺	
きざみ白菜キムチ	
みそ漬け大根	

あるれのパン	
ミルクチョコレート、ビターチョコ	
ウィンターチョコ、どらせん	
ミックスかりんとう	

ローヤルゼリー(要予約)	
焼海女のり、とろろ昆布	
はっさく缶、椿油	
ちくわぶ、ミルクプリン	
ソフトはんぺん	
わかめはんぺん	
鬼無里野沢菜漬	
きゅうりと大根のきざみ漬	
ブルーベリーヨーグルト	
コーヒー牛乳	

ミニリングドーナツ	
鶏そぼろ、淡路島ちりめん	
牛乳鈴カステラ	
玄米フレークシュガー	
きらずあげしお	
さごし玉ねぎ天	
かに風味かまぼこ	
野菜きんぴら揚げ、温泉たまご	
あんみつ、生そば、しょうゆ	
とんこつラーメン	

ひび努力あられ	
４５％生クリーム	
豆乳プリン	

はちみつ梅干	

チャイパック	
メープルシロップ	
　　(ゴールデン)	

ココナッツミルク缶	
李朝園キムチ	

MUGIYA生食パン	
	

ミニあんドーナツ	
ミニあんドーナツ(豆乳入)	
小さなまんじゅう類	

キズのり	
ちりめん山椒	

ごま昆布、奈良漬	
鬼無里野沢菜漬	
マンゴーヨーグルト	

いわしだんご	

サブレ	
干し大根(いちょう切り)	
人形焼、チーズおかき	
わさび漬、あご天	
第一物産白菜キムチ	

糖しぼり大根	
カチョカバッロチーズ	
サラダかまぼこ	
鍋用だんご、生そば	
しおラーメン	
味付き稲荷あげ	

ブティックHARA

プーパン 東京真珠

アフロディーテ

ほうとう麺	
きざみ白菜キムチ	
ナムルセット、アップルパイ	
バスクチーズケーキ	
具だくさん茶碗蒸し	

筍とふきの土佐煮	
３６％生クリーム	
	

３６％生クリーム	
豆乳プリン	
金ごま豆腐	

ぜんまい水煮	

３６％生クリーム	
金ごま豆腐	
具だくさん	

　　　茶碗蒸し	

ほうきね牛	
	

豚肉はかり売	

黒豚	

ほうきね牛２P　５％引・牛乳各種　５円引	

平牧金華豚　	 豚肉はかり売	

牛小間切れ・牛ひき肉　５％引	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

今週の入荷予定青果　　	
レンコン、つがる、秋映、	
スチューベン、柿	  

今週の入荷予定青果　　	
みかん、さつまいも	  
秋映、早生ふじ、南水	  

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、さつまいも	

今週の入荷予定青果　	  
ラフランス、早生ふじ、シナ
ノスイート、シナノゴールド　	

ヌーボーぶどうジュース	
牛乳ドーナツ、人形焼	
しおラーメン、グミミックス	

さごし玉ねぎ天	
ホタテ入りさつまあげ	

惣菜	
	

惣菜	
	

惣菜	

惣菜	
	

惣菜	
	

MUGIYA生食パン	
	

魚まつり　	

	
☆消費材紹介キャンペーン☆	

再開します	
生産者の製造体制に	

余裕ができたため	
一部アイテムで実施が決まりました	

	

肩ロース味噌漬	
長熟だし仕込み	
　　ゴロゴロベーコン	

豆乳ソフトスティック	
ポークジャーキー	
肩ロース味噌漬	
長熟だし仕込み	
　ゴロゴロベーコン	
　ボリュームパック	

レバーペースト	
肩ロース味噌漬	
二段燻製仕込みベーコン	

ジューシーパリ旨	
　ボリュームパック	
無塩せき生ハム	
長熟だし仕込み	
　　ハーフベーコン	
　　　　＆スライスロースハム	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	


