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  　　　　　☆今月の展示会☆	
１０/　８（金）　９（土）・・プーパン　(子供服)	
１０/１５（金）１６（土）・・ニューバックしばた　(高級皮革バックからカジュアルバックなど)	
１０/１９（火）２０（水）・・ブティックHARA　(大人カジュアル)	
１０/２２（金）２３（土）・・生活アート　(季節品でもおなじみ、こだわりの生活雑貨)	
１０/２９（金）３０（土）・・センプレ　(オリジナル服)	
	

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　　　	
　　　餃子の日　	
　酵母クルミブレッド１０％引	
　	

月	 木	水	

デニッシュハウス	
木曜朝市	
　青果＆鮮魚	
　　　　(１０:３０〜１４:００)	
　生パスタの日、黒豆納豆	
酵母クルミブレッド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　　	

金	

202１年 10月日程表 

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	

口座引き	
落とし日	

惣菜	
	

４１週分季節品カタログ	
　　配布→１２（火）〆切	

【生活クラブ５０周年特別企画】	
５０周年を記念して開発された 「上伊那セミドライりんご」 を	
お友達を紹介(期間9/1〜11/30)してくれた組合員５００名に	

抽選でプレゼント！　また、〈まつり期間中〉に未加入の方と	
ペアで来所頂くと、お二人に「ポリラップミニ」をプレゼントします♪	

４４週分季節品カタログ	
　　配布→11/2（火）〆切	

４３週分季節品カタログ	
　　配布→２６（火）〆切	

４２週分季節品カタログ	
　　配布→１９（火）〆切	

惣菜	
	

あさりの佃煮	
おやつ黒豆	
おにぎり昆布	

ちりめん山椒	
守口漬	

とちおとめヨーグルト	
ミルクぷりん抹茶	
コーヒー牛乳	

ミニあんドーナツ	
きなこ草大福	
薄皮まんじゅう	
チビちゃん丸もち	
十勝甘納豆、いかめんち揚	
ちぎりれんこん天	
長崎焼かまぼこ	
コーン入さつま揚	
しおラーメン、生うどん	
味付ザーサイ、伊達巻ハーフ	

ニューバックしばた

生活アートブティックHARA

ミレーフライ	
恋衣せんべい	
ビン入りトマトジュース	
ぎふとあいちの	
　レトルトチキンカレー辛口	
　レトルトポークカレー中辛	
　レトルトキーマカレー辛口	
	

マグロ特売	
卓上丸大豆しょうゆ	

国産きざみ生姜	
アラビアータソース	
こぶ茶、はっさく缶、煮豆っ子	
おたっしゃ豆、大正金時	
おかかちりめん、赤かぶ漬	
月山ハリハリ大根漬	

糖しぼり大根、ちくわぶ	
ももヨーグルト、キャラメルラテ	
	

椿油	

米こうじ、人形焼、シナモン	
ミックスハーブ	
バナナのケーキ、車麩	
はちみつカステラ	
スティックかまぼこ	

おさしみ太ちくわ	
鍋用だんご、生そば	
いぶりがっこ、しょうゆ	
とんこつラーメン	
温泉たまご、たらこ昆布	
淡路ちりめん	

ビオサポセット	
ステーキ肉(ヒレ・サーロ)	
杜仲茶、歩のクッキー	

４５％生クリーム	
豆乳ぷりん、生乳バター	
金胡麻どうふ、雪室ぬか	
きざみ白菜キムチ	
みそ漬けだいこん	
	

枝付干しぶどう	
どらせん	
うずまきかりんとう	
ミックスかりんとう	

プロポリス	
ひび努力あられ	
おにぎり昆布	

ちりめん山椒	
きざみ高菜	

ブルーベリーヨーグルト	
ミルクぷりん	

のり茶漬、いちごジャム	
ミニリングドーナツ	
素精糖カステラ	
小さな野菜天、たこキャベツ
天	

サラダかまぼこ	
車麩入おでん、全酪バター	
しおラーメン、伊達巻ハーフ	

ビオサポセット	
ステーキ肉(ヒレ・サーロ)	
マンゴーヨーグルト	

３６％生クリーム	
モッツァレラチーズ	
豆乳プリン、生乳バター	
はちみつ梅干、黒胡麻豆腐	

ビオサポセット	
ステーキ肉(ヒレ・サーロ)	
４５％生クリーム	
白ごま豆腐、ほうとう麺	
具だくさん茶碗蒸し	
筍とふきの土佐煮	

ビオサポセット	
玉子どうふ	

エッコロ講座	
「パーソナルカラー診断で

好感度アップ！」	

　【10月のエッコロ講座】	
「パーソナルカラー診断で好感度アップ！」	
講師：NPO法人フォーラム・アソシエ	
             岩堀 節子 先生	
日時：10月8日（金）10:00〜12:00	
会場：日限山デポー2F 運営委員会室	

募集人数：8名	
資料代：200円（当日徴収します）	
	

詳細・お申し込みは	
フロアで	
又はこちら↓	

惣菜	
	

ビオサポセット	
ステーキ肉(ヒレ・サーロ)	

３６％生クリーム	
根菜サラダ	
白ごまどうふ	

具だくさん茶碗蒸し	
ほうとう麺	

ほうきね牛	
	

黒豚	

ビオサポセット	
ステーキ肉(ヒレ・サーロ)	

牛小間５％引	

４（月）〜９（土）　【消費材紹介キャンペーン】　おさかなソーセージ・味わいさっぱり加糖ヨーグルト　１０％引　【牛乳キャンペーン】　青いふたのビン牛乳　１５％引	
　　　　　　　　　　【北の幸フェア】　おにぎり海苔・のり佃煮・ひじき・真いわし味付缶・顆粒和食だし・奥和の干物・こめや食品おでん種７種セット・鷄ささみ　５％引　	

豚肉はかり売	

豚肉はかり売	平牧金華豚　	

豚肉はかり売	

牛小間５％引	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

生マグロ特売	

9/27（月）〜２(土）　【消費材紹介キャンペーン】素精糖・肉厚わかめ・牛乳たっぷり加糖ヨーグルト１０％引　	
　　　　　　　　　　　　【揚げ物フェア】なたね油角缶・小麦粉・パン粉・鷄唐揚げ・男爵コロッケ・ごま油小５％引　	

１８（月）〜２３（土）　【消費材紹介キャンペーン】　おとうふ揚げ・パックだし・脂肪と酸味をおさえたヨーグルト　１０％引　、天然水２ℓ　５％引	
　　　　　　　　　　　　　【ハロウィンフェア】　歩のクッキー４種　１０％引、紅茶ブルンジ・烏龍茶ティーバック・生クリーム入りどら焼き・バスクチーズケーキ　５％引	
　　　　　　　　　　　　　【黒姫和漢フェア】　杜仲茶　１０％引、ルイボスティー　５％引　	

　２５（月）〜３０（土）　【ポイント２倍】　【消費材紹介キャンペーン】　ミックスチーズ・焼売・みりん風調味料　１０％引	
　　　　　　　　　　　　　 【ハロウィンフェア】　ポークウィンナ・ジューシーパリ旨ポークウィンナ・エコシュリンプむき身・紅茶ブルンジ・烏龍茶ティーバック	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・生クリーム入りどら焼き・バスクチーズケーキ　５％引、歩のクッキー４種・プレスオルタナティブチョコレート８種　１０％引	
　　　　　　　　　　　　　	

ビオサポセット	

ビオサポセット	

ビオサポセット	
	

『本間インテリア』	
カーテン・ジュータン	

組合員価格で提供します	
(デポーに	

大きなサンプル有ります)	
　　　	

【カリモク家具】　	
家族構成にあわせて	

家具も新調	
＊＊デポーカード提示で	

１０〜１５％引に＊＊	

魚まつり　	

ほうきね牛入荷	

今週の入荷予定青果　　	
極早生みかん、柿	  
きのこ、りんご(秋映)	  

今週の入荷予定青果　　	
さつまいも各種、きのこ	  

今週の入荷予定青果　　	
ベータークィーン	  
りんご、柿	

今週の入荷予定青果　　	
さつまいも各種	  
ラ・フランス	  
鍋用野菜、きのこ	  

プーパン

開所

センプレ

【生活アートクラブ】　	
２２（金）２３（土）	

興味津々！	
日用雑貨の展示会です	

初開催	

【生活クラブ神奈川５０周年まつり】	
《10/11(月)〜17(日)》日曜開所	

	

沢山の「わくわく」「ドキドキ」が満載の一週間です	
当日の店内はお買得品に加えて	

２,０００円以上のお買物をした方に	
次回の来所で使える「１０％引券」を２枚プレゼント

(割引券の配布は1日１回まで。	

使用対象は食品のみ)	
毎日来てね！	

１１（月）〜１７（日）【生活クラブ５０周年祭】【消費材紹介キャンペーン】　マヨネーズびん・とろーり加糖ヨーグルト　１０％引、　天然水５００㎖　１５％引	
　　　　　　　　　　　　【まるごと栃木まつり】　【泰山食品フェア】漬魚・たらこ・辛子明太子・しそわかちりめん　１０％引	

お
楽
し
み
子
供
企
画

も
あ
る
よ
♪

早期おせち・冬ギフト	
１０/１９（火）〆切り	

早くたのむとお得です	

ブリ・鮭まつり	
三穀パスタ	

李朝園白菜キムチ	

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	


