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  　　　　　☆今月の展示会☆	
７/１２（月）１３（木）・・・・カムズポイント　(手ぬぐい・タオル・ふきん・傘など)	
７/１４（水）１５（木）・・・・ファーレ　（カジュアル婦人服）	
７/１９（月）２０（火）・・・・パラマウント　（足に合った靴選んでもらえます）	
７/２８（水）２９（木）・・・・日光陶器　（有田焼・波佐見焼・九谷焼・漆器他）	
	 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　	
　胚芽パン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	
　胚芽パン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	

https://kanagawa.seikatsuclub.coop/service/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 ７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	

７/５(月)〜１０(土)	
【出資金在高確認期間です】	

今年は利用分量割戻しもありますので、皆様ぜひ

ご確認下さい。生活クラブ共済「ハグくみ」	

加入の方は掛金割戻しの確認もあります。	

惣菜	
	

２９週分季節品カタログ	
　　配布→　２０（火）〆切	

３０週分季節品カタログ	
　　配布→　２７（火）〆切	

口座引き	
落とし日	

３２週分季節品カタログ	
　　配布→8/3（火）〆切	

惣菜	
	

　２８週分季節品カタログ	
　　配布→１３（火）〆切	

＊7月のエッコロ講座は＊	

「ソーラークッキング」	
ソーラークッカー「ひまわり」を作成します	

	

　講師：フォーラム・アソシエ        	
　　　　　　　　田辺 芙弥先	

　日時：7月2日（金）   10：00～12：00	
　会場：日限山デポー2F  運営委員会室	
　材料費：500円	

詳細・お申し込みはこちら→	
又はフロアで	

【２０２１年産米の	
予約受付始まります】	

	
「在高確認」のご案内と一緒に	

お届けする	

「年間予約米確認用紙」	
でご確認の上、変更がある場合	
のみ申込用紙をご提出下さい	

用紙の提出がなければ	
確認書と同じ内容で	

自動継続となります	

6/28（月）〜３（土）　【消費材紹介キャンペーン】　素精糖	
                       ・おさかなソーセージミニ・とろ〜り加糖ヨーグルト　１０％引	
　【基礎調味料フェア】　真塩・あらびき塩こしょう・国産十割こうじみそ ５％引	

今週の入荷予定青果　　	
沖縄フェア、アスパラ	  
枝豆、あんず、巨峰、プラム	

今週の入荷予定青果　　	
なす、とうもろこし、新生姜
もも、プラム、すいか	  
さくらんぼ	

今週の入荷予定青果　　	
とうもろこし、にんにく	  
デラウェア、ネクタリン	  
ソルダム、小玉すいか	  

今週の入荷予定青果　　	
おくら、にんにく、パプリカ
新生姜、アンデスメロン	  
小玉すいか	

今週の入荷予定青果　　	
ブロッコリ、人参	  
すもも、坂出金時	
アスパラ、カボチャ	
巨峰、もも、幸水	  

５（月）〜１０（土）　【消費材紹介キャンペーン】　餃子・詰め替え用液体せっけん(洗濯用＆キッチン用	
　　　　　　　【さんえすウィーク】　サラダチキン・むし焼そば・TAEKO・セラジュニール・フットランド化粧品各種　５％引、スーパー酵素・アレッポ石鹸　１０％引　　	

１２（月）〜１７（土）　【消費材紹介キャンペーン】　なたね油丸缶・ミックスチーズ・牛乳たっぷり加糖ヨーグルト・ハミガキ　１０％引、【さんえすウィーク】　鶏むね/
もも肉・生中華風麺・TAEKO・セラジュニール・フットランド化粧品各種　５％引、スーパー酵素・アレッポ石鹸・ほんのり甘い丸パン・九州大麦グラノーラ　１０％引	

１９（月）〜２４（土）　【消費材紹介キャンペーン】　ひじき４０g・生乳１００％ヨーグルト・固形せっけん　１０％引	
　　　　　　　　　　　　　【スタミナフェア】　冷凍ゆでうどん・梅干し・焼肉のたれ・冷凍しじみ　５％引	

２６（月）〜３１（土）　【飲むお酢フェア】　カシスとぶどうの酢・カシス黒酢　１０％引　　　　　【ポイント２倍】　	
　　　　　　　　　　　　　【スタミナフェア】　冷凍ゆでうどん・梅干し・焼肉のたれ・奈良漬・本格キムチ・ナムルセット・開拓牛小間切れ　５％引	

土用丑の日  

カムズポイント

パラマウント

ファーレ

日光陶器

レモンカステラ	
はちみつカステラ	
	

あさり佃煮	
お米のホットケーキミックス	
のり茶漬、黒豆煮豆	

ちりめん山椒	
とちおとめヨーグルト	

ミルクプリン抹茶	

【保険の見直し	
個別相談会】	
７/１６(金)午後	

８名様限定	

お気軽にご予約下さい	

生そば	
しおラーメン	
とろろ昆布	

野沢菜ちりめん	
伊達巻ハーフ	

はちみつ梅干、新生バター	
白ごまどうふ、茶碗蒸し	

おたっしゃ豆	
☆ピーナツパウダー	
☆神戸ウォーターレモネード	
ラムレーズンと	
　　　くるみのケーキ	

サブレ、ビーフン	
さごし玉ねぎ、温泉たまご	
スティックかまぼこ	
コーン入りさつま揚	
きんぴら揚、しょうゆラーメン	
冷やし中華ごまだれ	

あるれの焼菓子	
４５％生クリーム	
黒胡麻どうふ	

具だくさん茶碗蒸し	
つるりんうどん	

玉子豆腐	

コチュジャンパウチ	
いか味付缶	
ミニリングドーナツ	

煮豆っ子、大正金時	
わさび漬、赤かぶ漬	

月山ハリハリ大根漬	
糖しぼり大根	
ももヨーグルト	

国産天草のあんみつ	
小さなまんじゅう	
水ようかん、ナツメグ	
メープルシロップゴールデン	
素精糖カステラ	

スティックかまぼこ	
伊達巻ハーフ	
淡路島ちりめん	
生そば、とんこつラーメン	
中華つけ麺、いぶりがっこ	

モッツァレラチーズ	
キャラメルラテ	
３６％生クリーム、新生バター	
金胡麻どうふ、味噌漬け大根	
筍とふきの土佐煮、雪室ぬか	

きざみ白菜キムチ	

全酪バター	
	

食べるイリコ、パイン缶	
おにぎり昆布	
ブルーベリーヨーグルト	

ミルクプリン紅茶	
麩まんじゅう	

	

小さなまんじゅう	
ひび努力あられ	
バナナのケーキ	

水出し煎茶ティーバッグ
サラダかまぼこ	

いか入しょうが揚	
しおラーメン、温泉たまご	

３６％生クリーム	
白ごま豆腐	
李朝園白菜キムチ	

角煮まん	
サラダチキン	

惣菜	
	

ドライクランベリー	
干しいちじく、よくばりナッツ	
ドライマンゴー、玉子豆腐	

梅ドリンク	
焼そばソース	
煮豆っ子	

大正金時	
わさび漬	

マンゴーヨーグルト	
	

小さなまんじゅう	
ミニあんドーナツ	
焼海女のり、鮭とば	
なると巻	
スティックかまぼこ	

生そば	
中華つけ麺	
スライスザーサイ	
伊達巻ハーフ	

萩のマーマレード	
長州地サイダーもも味	
しょうがシロップ、新生バター	
４５％生クリーム	
豆乳プリン、はちみつ梅干	

黒胡麻どうふ、茶碗むし	
きざみ白菜キムチ	

いわし野菜漬
中華ちまき	
椿油	

☆北海道産グリンピース	
☆よもぎだんご	
　　米粉	

ブナの森クッキー	
タンドリーチキン	
お豆腐揚(玉子)	

ひちくちハッシュポテト　　　　	
　　　　　　(のり塩)	

ステーキ　１００円引	
ヒレ・サーロイン・リブ	 ほうきね牛	

	

黒豚	

ステーキ　１００円引	
ヒレ・サーロイン・リブ	

ほうきね牛	
	

平牧金華豚　	 ステーキ　１００円引	
ヒレ・サーロイン・リブ	

ステーキ　１００円引	
ヒレ・サーロイン・リブ	

ほうきね牛	
	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

魚まつり　	

にぎり寿司	

うなぎアピール	
ミニ海鮮春巻	
ごぼうコロッケ	

☆・・・新規品	

ステーキ　１００円引	
ヒレ・サーロイン・リブ	

無料	

さばの昆布じめ	

宅急便	
冷蔵・冷凍遅れます	

☆五目あんかけ焼そば	
    (組合員開発品)	

あんず薬局健康相談	
１１時〜１３時	

エッコロ講座	

「ソーラークッキング」	

肉焼売	
豚レバニラ炒め用	

ミレーフライ	
バタークッキー	
恋衣せんべい	
	

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	


