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3月11日で東日本大震災から10年、自然災害への備え、

持続可能なエネルギーについて、もう一度考えてみませんか

☆3月1日（月）～6日（土）防災減災週間

☆3月3日（水） ひな祭り

ひなあられ、はまぐり、ちらし寿司などのご準備はデポーで

☆3月月間 「エコグリーンキャンペーン」

TAEKOサンスクリーン、FLファンデーション 他 5％引き

☆3月月間「健康食品キャンペーン」

スーパー酵素、青みかんパワー(花粉症に） 10％引き

＊折込セットワーク： 3月16日（火）10時～12時

＊集金はがき配布： 3月17日（水）～23日（火）

＊出資金引き落とし： 3月26日（金）

3月25日（木）までに入金してください。

引き落としができない場合は延滞手数料がかかります。

＊生活クラブカタログ：毎週水曜日入荷、翌週火曜日〆切

＊買い物代行：毎週火曜日 ＊キャリー便：毎週水曜日

生活クラブ生協大丸デポー
オープン時間：AM10：30～PM18：30

TEL：045-941-5631 FAX：045-941-5639

※入荷は物流や天候事情のため、変更になることがあります

☆春の友人紹介キャンペーン☆
3月15日（月）スタート

デポー来所であなたとお友達にお買物券500円プレゼント♪

毎週月曜

食パン10％引き

毎週火曜

鮮魚の日

毎週水曜

芋・玉の日

毎週木曜

鶏卵5％引き

毎週金曜

鮮魚の日
毎週土曜

鮮魚の日

毎週日曜

お休み

今月のパン

月・火⇒オルタフーズ
水・木⇒デニッシュハウス 12時頃入荷

金⇒香粉（ここ）14時頃入荷

土⇒あこべる

20日（土）⇒あこべる

パンの樹あるれ（月に1度)

4月以降は焼き菓子のみの取り扱いになります

☆春のおうちでパーティーセット☆ 3月15日（月）～6月30日（水）

組合員＋未加入のお友達1人以上で開催可能 オンラインでの開催もＯＫ

（チキンピラフ、トマトケチャップ、鶏卵10個入り、温州みかんジュース485ｍｌ

ジューシーフルーツミニゼリー）×2個 セット利用料金500円（税込）

☆ステップアップ紹介ラリー☆ 3月15日（月）～6月30日（水）

期間中の紹介1～5人目で、紹介数に応じて組合員のあなたに特典をご用意♪

1人目：ノンカップ麺orマグロ缶、2人目：温州みかんジュース485ｍｌorスクリューマカロニ

3人目：万能つゆ500ｍｌorかき味調味料、4人目：簡易ドリップ森のコーヒーor国産100％なたね油

5人目：うなぎ蒲焼カットor無洗米庄内遊ＹＯＵ米2ｋｇ

☆「おさるん」3月は未定です

2階集会室 参加費：0～3歳児の親子1組500円

お

休

み

2021年3月日程表

春のイタリアンフェア 生パスタ4種、バルサミコ酢 10％引き！ オリーブオイル、トマトミートソース 5％引き！

二段燻製仕込みベーコン、超熟だし仕込みゴロゴロベーコン、たらこ、辛子明太子 5％引き！ 3/13まで

☆病気やケガの備えに☆
生活クラブ共済ハグくみ

または COOP共済

がおすすめ♪

香粉のパン

鮮魚朝市13時まで

刺身類5％引き

あこべるのパン

展示会：日光陶器（食器）

香粉のパン

香粉のパン

鮮魚朝市13時まで

刺身類5％引き

あこべるのパン

鮮魚朝市13時まで

刺身類5％引き

あこべるのパン

あるれのパン

・ひび努力あられ

・こまつ製菓和菓子

展示会：アイメイト（眼鏡・小物）

オルタフーズの食パン10％引き

じゃがいも・

玉ねぎ大袋５％引き

春のお彼岸フェアⅠ 青大豆大福、ひとくちだんご、よもぎ大福、おはぎ、道明寺桜餅、くるみ大福 5％引き！

丹精國鶏モモ・ムネ、生乳100％ヨーグルト 5％引き！

お

休

み

お

休

み

防災減災週間 おさかなソーセージミニ まぐろ油漬缶 ロールペーパー 発芽玄米ごはん 5％引き！

肉厚わかめ300ｇ、わかめ春一番塩増、親鶏ひき肉 5％引き！

栃木開拓牛ステーキの日 100円引き！

餃子の皮＆

豚挽き肉 5％引き

餃子の皮＆豚挽き肉

5％引き

餃子の皮＆豚挽き肉

5％引き

餃子の皮＆豚挽き肉

5％引き

大丸デポーで働く

ワーカーズ募集♪

一緒にデポーで働きましょう☆

新規品！おとうふ揚げ3種詰め合わせ、

ほたてクリームコロッケ

新規品！まぜまぜおかず枝豆、

島原手延べ素麺の即席にゅうめん

新規品！

長崎五三焼きカステラ
新規品！信州大きなあじフライ、

フライパンでおさかなナゲット

鶏卵・平飼い卵

チーズ各種 5％引き

・国産天草あんみつ

・こまつ製菓の和菓子

香粉のパン

鮮魚朝市13時まで

刺身類5％引き

あこべるのパン
果物5％引き・青果夕市5％引き

果物5％引き

青果夕市5％引き

お

休

み
鶏量り売り

豚量り売り

鶏卵・平飼い卵

チーズ各種 5％引き

・こまつ製菓の和菓子

・人形焼き

あさり、信州サーモン、ホタテまつり

春のお彼岸フェアⅡ 青大豆大福、ひとくちだんご、よもぎ大福、おはぎ、道明寺桜餅、くるみ大福 5％引き！

平田牧場豚ブロック肉、白菜キムチ400ｇ（23～28日） 5％引き！

新生活応援フェア

オルタフーズの食パン

10％引き

・寿司でんぶ、・人形焼き

・こまつ製菓の和菓子・甘酒

ミニ惣菜まつり

展示会：mayomayo（アクセサリー）

展示会11時～16時

：RHS（浄水器他）

じゃがいも・

玉ねぎ大袋５％引き

オルタフーズの

食パン10％引き

じゃがいも・

玉ねぎ大袋５％引き

オルタフーズの食パン

10％引き

果物5％引き

青果夕市5％引き

じゃがいも・

玉ねぎ大袋５％引き
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鶏そぼろ丼 梅の香おこわ ひなちらし寿司（予約） みそカツ巻き寿司 キムパプ 根菜おこわ

ポテトコロッケ チキンクリームコロッケ デポチキBOX（予約） コーンクリームコロッケ カレーコロッケ レバーカレー揚げ

クリスピーチキン 豆腐バーグ 赤飯（栗入り） ザーサイ餃子 鮭の塩レモン風味 鮭ラビコットソース

鯖のタンドリー 長芋と揚げ鶏の煮物 ポテトコロッケ セサミチキン ロールキャベツ ゴマ味噌カツ

ひじきと根菜の炒め煮 鮭の大葉フライ 三色ナムル 高野豆腐の友禅炊き 金時豆 田舎煮

フレッシュマカロニサラダ 卯の花 高野のえび射込み ふっくら野菜バーグ ツナコーンサラダ ポテトサラダ

8 9 10 11 12 13

オムハヤシ 赤飯（栗入り） とんかつ巻き寿司 中華丼 贅沢鶏尽くし弁当 大惣菜まつり
チキンクリームコロッケ ポテトコロッケ きのこクリームコロッケ ポテトコロッケ コーンクリームコロッケ

レモン鶏 月見つくね ヘルシーメンチ えのきどっさりつくね チキンガーリックフライ

高野豆腐の射込み 塩麹クリスピー 鶏の大根おろし煮 牛蒡とこんにゃくのピリ辛 カラフル揚げ出し豆腐

じゃが芋と春雨の煮物 筑前煮 切干・切り昆布煮 フレッシュマカロニサラダ 切干大根煮

ツナマカサラダ 和風ポテトサラダ 卯の花 ささみの一人っ子 フレッシュポテトサラダ

15 16 17 18 19 20

ツナちらし チキンカツ丼 サラダ太巻 根菜おこわ 味噌カツ巻き寿司 赤飯（栗入り）

ポテトコロッケ コーンクリームコロッケ ポテトコロッケ きのこクリームコロッケ ポテトコロッケ 胡麻味噌串カツ

鶏団子の甘辛 ヘルシーメンチ ささみの一人っ子 クリスピーチキン 鶏と高野の甘酢あん 高野の海老射込み

鯖のタンドリー ロールキャベツ なすのこくうま 長芋と揚げ鶏の煮物 四川風白菜 金時豆

切り昆布煮 ひじきの黄金煮 中華サラダ 鮭の大葉フライ 春キャベツの白和え じゃがいもと春雨の煮物

ビーンズサラダ ごま・ゴマ・胡麻ポテト ポテトサラダ 野菜の南蛮漬け 切干大根ピリコリサラダ ポテトサラダ
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筑前ちらし 味噌カツ巻き寿司 オムハヤシ 車麩の甘辛丼 たけのこちらし 中華丼

ピリ辛スティックチキン ポテトコロッケ きんぴらメンチ ポテトコロッケ カレーコロッケ しっとりチキンカツ

チキンクリームコロッケ マーボー春雨 コーンクリームコロッケ ひじきとツナの煮物 揚げしゅうまい レバーカレー揚げ

高野豆腐の射込み 月見つくね 田舎煮 チンジャオチキン 高野の友禅炊き 鮭のラビゴットソース

ツナコーンサラダ カラフル揚げ出し豆腐 カジキの酢豚風 鮭の塩レモン風味 三色ナムル 高野のえび鋳込み

鶏ごぼうこんにゃく ポテマカサラダ ポテトサラダ ツナコーンサラダ ツナマカサラダ ゴマじゃこサラダ

29 30 31 0 0 0

ミニ惣菜まつり 梅の香おこわ 味噌カツ巻き寿司

そら豆のクリームコロッケ ポテトコロッケ

鶏のかわり揚げ さつま芋ときのこのおこわ

ひじきと根菜の炒め煮 牛蒡の甘辛・鶏のオイマヨ

季節の炊き合わせ 鶏の大根おろし煮

ツナマカサラダ ポテトサラダ

・毎週土曜日は太巻き・いなり・助六・かき揚げがでます！
・お弁当・オードブルのご予約も承ります。お電話お待ちしています。
・仕入れの都合により、メニューが変わる事があります。

タイ風サラダ

木 金 土月 火 水

【新メニュー】

キッチンこらふ 3月惣菜メニュー表

大丸デポー ９４１－５６３１
キッチンこらふ ９４１－３１０１
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