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サーロインステーキ	
牛モモブロック	
歩のクッキー	
ラムレーズンと	
　　くるみのケーキ	
４５％生クリーム	

豆乳プリン、生乳バター	
金胡麻豆腐、茶碗蒸し	
筍とふきの土佐煮	

  　　　　　☆今月の展示会☆	
４/　２（金）　３（土）・・・・ブティックHARA　（大人カジュアル）	
４/　９（金）１０（土）・・・・日光陶器　（有田焼・波佐見焼・漆器など色々あります）	
４/１２（月）１３（火）・・・・カムズポイント　(手ぬぐい・ふきん・現代風呂敷)	
	

デニッシュハウス	
 ステーキ入荷、しそわか	
　干物の日	
　牛乳の日、飲むヨーグルト　　　	
　八ヶ岳野菜、餃子の日　	
酵母アップルロール１０％引	
　	
　　	

月	 木	水	

デニッシュハウス	
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	
酵母アップルロール１０％引　
鶏卵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〉	
　むぎや生食パン	

　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〉	

牛・豚合挽き肉の日	
チーズの日、八ヶ岳野菜	

　　	

金	

202１年 ４月日程表 

惣菜	
	

惣菜	
	

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	
モモカツ・牛煮込用の日	

♪「紹介カード」でお友達とあなたに５００円買物券プレゼント	
♪「ステップアップ紹介ラリー」であなたに消費材あれこれプレゼント	
♪「春のおうちdeパーティー」未加入のお友達と５種類の消費材で	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お得にランチ！	

＊春の紹介キャンペーンは紹介グッズが沢山ありますよ〜！＊	

惣菜	
	

惣菜	
	

１５週分季節品カタログ	
　　配布→１３（火）〆切	

１６週分季節品カタログ	
　　配布→２０（火）〆切	

１７週分季節品カタログ	
　　配布→２７（火）〆切	

口座引き	
落とし日	

３/２９（月）〜３（土）【冷食フェア】豚レバニラ炒め用・餃子・チキンナゲット４００g	
鷄ごぼうご飯・とろーり加糖ヨーグルト・牛乳たっぷり加糖ヨーグルト　５％引	

５（月）〜１０（土）　　【冷食フェア】鶏肉ミンチバラ凍結・餃子・チキンナゲット４００g・鷄ごぼうご飯・おさかなソーセージらくリップ・焼ちくわ　５％引		
　　　　　　　デポー ウェルカム３DAYS　　組合員ポイント２倍♪	
	 　☆スティックアイス	

(バニラ＆チョコ)	
玄米もち、あられ、豆乳プリン	
素精糖カステラ	
素精糖マドレーヌ	
３６％生クリーム	
生乳バター茶碗蒸し	
チョコチップバタークッキー	
白ごまどうふ	
	

１２（月）〜１７（土）　【春サラダフェアⅠ】　雄武産ほたて貝柱・秋川牧園ヨーグルト・シーザーサラダドレッシング・胡麻ドレッシング・イタリアンドレッシング　５％引	
	

関西濃厚ソース	
黒豆煮豆	
小女子くるみ、ちりめん

山椒、からし高菜	
きゅうりと大根きざみ漬	

みかんヨーグルト	
黒糖かちわり	

１９（月）〜２４（土）　【春サラダフェアⅡ】　サラダチキン・パウダーチーズ・シーザーサラダドレッシング・胡麻ドレッシング・イタリアンドレッシング　５％　　　	
　　　　　　　　　　【アルプスジュースフェア】信州ももジュース・信州巨峰ジュース　１０％引	

	

２６（月）〜３０（金）　【ポイント２倍】【カレーフェア】　辛口＆甘口カレールーフレーク・ビーフカレー１人用・福神漬・豚小間切れ　５％引　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

【ジュースキャンペーン】	
１９(月)〜５/１(土)	

	

にんじんとりんごの濃いジュース	
　タンサン・　無糖炭酸水	

夏みかんスカッシュ	
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	

無糖アイスコーヒー	
加糖アイスコーヒー	

	

ケース買いで
安くなります	

ブティックHARA

日光陶器

カムズポイント

きざみピクルス	
食べるイリコ	
生ローヤルゼリー(要予約)	

焼そばソース、パイン缶	
大豆の煮豆っ子	

おかかちりめん	
守口漬、わさび漬	
赤かぶ漬、糖しぼり大根	

ももヨーグルト	

小さなまんじゅう類	
ミニあんドーナツ	
人形焼、水羊羹、生うどん	
いちごジャム(国産)	
おやつ黒豆、ちぎりれんこ

ん天、菜の花天、なると巻	
サラダかまぼこ、いかめん
ち揚、伊達巻ハーフ	
しょうゆ・とんこつラーメン	

小さなまんじゅう類	
ひび努力あられ、梅ドリンク	
牛乳ドーナツ、しおラーメン	
紅茶アールグレイ	
サブレ、黄金カステラ	
甘らっきょう、長崎焼かまぼこ	
スティックかまぼこ	
お野菜きんぴら揚	
コーン入さつま揚、生そば	
温泉たまご	

信州ももジュース	
信州巨峰ジュース	
チーズおかき	

３６％生クリーム	
紅鮭ほぐし	

黒胡麻豆腐、具だくさん
茶碗蒸し、小籠包	

黒棒、椿油	
島原手延べ素麺	
にゅうめん、さけるチーズ	
大豆の煮豆っ子、わさび漬	
大正金時、九州産きざみ高菜

糖しぼり大根	
マンゴーヨーグルト	
キャラメルラテ	

骨付モモハム	
小さなまんじゅう類	
人形焼、さけ水煮缶	

ミニリングドーナツ	
ほたて貝柱水煮缶	
チャイパック伊達巻ハーフ	
じゃこ天、スティックかまぼこ	
しょうゆラーメン	
中華つけ麺、味付ザーサイ	

淡路島ちりめん	

キズのり、人形焼	
黒豆きなこ	
ごま昆布、ちりめん山椒	

甘酢しょうが、奈良漬	
とちおとめヨーグルト	

はかり売り味噌	
小さなまんじゅう類	

ミニあんドーナツ	
焼海女のり、バナナケーキ	
インスタントコーヒー	
　　　　　　カフェインレス	
小さな野菜天	
サラダかまぼこ	

全酪連バター、生そば	
しおラーメン、温泉たまご	
冷し中華ごまだれ	

惣菜	
アルプス有機ワイン	
	

肩ロース味噌漬け	
玉子豆腐	

３６％生クリーム	
白ごまどうふ	
具だくさん茶碗蒸し	

たっぷりカスタードの	
　シュークリーム	

あおり炒め	
チャーハン	
	

にぎり寿司	

魚まつり　	

にぎり寿司	

ほうきね牛	
　	

黒豚	

鶏肉増量パック入荷	
鶏肉増量パック入荷	

ほうきね牛	
　	

平牧金華豚	

今週の入荷予定青果　　	
春キャベツ、アスパラ	  
たけのこ、いんげん、絹さや
サンふじ、小粒いちご	

今週の入荷予定青果　　	
さんぶ有機やさいフェア	  
小松菜、サニーレタス	  
レタス、葉付大根	  
ホムトンバナナの	  
　　　　　取組スタート	

今週の入荷予定青果　　	
ピーマン、なす、アスパラ	  
空豆、サンふじ、小玉すいか	

今週の入荷予定青果　　	
長なす、アスパラ、ピーマン
かぼちゃ、小玉すいか	  
アンデスメロン、美生柑	  
カラマンダリン	

《新規品紹介》	
	

☆スティックアイス	
　　（バニラ＆チョコ）	
コーンアイスにかわっ
ての登場です。バニラ

アイスクリームとチョコ
味のアイスミルク、	

各５本ずつのセット	
　　５７２円(税込)	

春の紹介キャンペーン開催中！	
	

◯安全で美味しい消費材がある	
◯組合員にとって安心できる交流の場である	
◯困った時には「たすけあいのしくみ」もある	

それがデポーの魅力です！	
「あなたもデポーに行ってみたら？」デポーを	
いつも利用している皆さんのそのひと言は	

未加入のお友達への何よりの	
プレゼントになるかもしれません	

☆・・新規品	

長熟だし仕込み	
　スライスロースハム	
長熟だし仕込み　	

　ごろごろベーコン	
	

☆フライパンで白身魚　	
　　　　のポテト焼き	
もちもちミニチヂミ	

フライドチキン	
黒豆塩大福	

　ウェルカム３DAYSは	
未加入のお友達が	

１０％0ffで	

お買物できます	

バスクチーズケーキ	
中華ちまき	

わらび餅、梅ヶ枝餅	
長崎五三焼カステラ	
柏餅(つぶあん・みそあん)	

生ハム	 冷凍グリーンピース	
海老しんじょ	
長いもおくらミックス	

かとりせんこう	
石窯ライ麦パン	

豚肉はかり売	

あんかけ炒麺	
ミニたい焼き(カスタード)	

二段燻製ベーコン	
おかず牛ごぼう	
筑前煮	

玉子豆腐	

今週の入荷予定青果	  
きゅうり、大葉、　ふき	  
ブロッコリー、アスパラ	  
空豆、小玉すいか	  
アンデスメロン　	

国産天草のあんみつ	
温泉たまご	
もちもちミニチヂミ	 かにドリア	

金胡麻どうふ	
筍とふきの土佐煮	

マスカルポーネ	
　　　キャラメル味	
ささみチーズのせ	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	


