
食パン
10％引き

お弁当・ご飯もの
5％引き～13時まで

果物5％引き・青果夕市
3連ヨーグルト・
お豆腐類5％引き

加工肉の日、鮮魚夕市
お菓子の日

じゃがいも
玉ねぎ

大袋5％引き

鶏卵・平飼い卵・
チーズ各種5％引き

紅鮭特価

餃子の日
（豚ひき肉・餃子の皮

5％引き）

鮮魚の日

鮮魚朝市
（刺身類5％引き
～13時まで）

鮮魚の日

定休日

月 火 水 木 金 土 日
9/27 9/28 9/29 9/30 1 2 3

お休み

4 5 6 7 8 9 10

お休み

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

お休み

25 26 27 28 29 30 31

お休み

生活クラブ生協 大丸デポー
オープン時間：AM10：30～PM 6：30

TEL：045-941-5631 FAX：045-941-5639
※入荷は物流事情や天候事情のため、変更になることがあります。

☆生活クラブ神奈川50周年祭10/11（月）～17（日）
①福福企画 毎日発行！

期間中税込2000円以上お買物された方に、次回の
お買物に使える10％引き券2枚をプレゼント！
②デポーお買い得セット 数量限定！

こだわりのアイテムがセットでお得に！

③惣菜 50周年特別企画メニュー

☆大丸デポー31周年祭 10/15（金）16（土）
来所者に記念品プレゼント♪ 数量限定！

＊情報セットワーク： 10月15日（金）
＊集金はがき配布：10月16日（土）～22日（金）
＊出資金引き落とし：10月26日(火)
※10月25日(月)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金がかかります。
＊季節品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：9月末で終了しました

牛小間切れ 5%引き

2021年

日程表

黒豚の日

ほうきね牛の日

開拓牛ステーキの日

生マグロ特売＆ほうきね牛まつり

【揚げ物フェア】なたね油角缶、小麦粉、パン粉、鶏から揚げなど【漬物】赤かぶ漬け、からし高菜など→5％引
【消費材紹介キャンペーン】肉厚わかめ、牛乳たっぷり加糖ヨーグルト、素精糖→10％引
【ドレッシングフェア】玉ねぎドレッシング、にんじんドレッシング、ごま油(小)→10％引

冷凍メバチマグロ特売

【生活クラブ50周年祭】福福企画、セット売り企画開催！

【ハロウィンフェア】アールグレー・マーブル・チョコレートクッキー、杜仲茶など→10％引
紅茶ブルジン、烏龍茶、生クリームどら焼き、バスクチーズケーキ、スモークチーズ、6Pチーズなど→5%引

【消費材紹介キャンペーン】酸味を抑えたヨーグルト、おとうふ揚げ、パックだし→10％引

<大丸デポーのパン>
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
☆酵母クルミブレッド（デニッシュハウス）10％引き

＜おさるん＞10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
＜ワーカーズ3名募集＞
大丸デポーで一緒に働きましょう♪
お気軽にお問合せ下さい 045-941-5631

ビオサポセットの日

【海の幸フェア】顆粒和食だし、おにぎり海苔、のり佃煮、ひじき、真いわし味付け缶→5％引
【奥和の干物】金目開き、真ほっけ開き、さば開き、さば胡椒干しなど／こめや練り製品／鶏ささみ→5％引

【消費材紹介キャンペーン】味わいさっぱりヨーグルト、おさかなソーセージ→10％引

【消費材紹介キャンペーン】マヨネーズびん、とろーりヨーグルト→10％引／天然水500ｍl→15％引
泰山食品フェア】たらこ、しらす、辛子明太子、紅鮭味噌漬け、目鯛味噌漬けなど→10％引

金華豚の日

開拓牛ステーキの日

22(金)、23(土)
ブリ、鮭まつり

【ハロウィンフェア】アールグレー・マーブルクッキー、プレス・オールターナティブのチョコレート→10％引
紅茶ブルジン、烏龍茶、生クリームどら焼き、クリームチーズ、角谷カマンベールなど→5%引

【消費材紹介キャンペーン】焼売、みりん風調味料、ミックスチーズ→10％引／
平田牧場ポークウインナー、パリ旨ポークウインナー、エコシュリンプ（むき身）→5%引

開拓牛ステーキの日

ビオサポセットの日

日曜
開所

展示会：アフロディーテ（鞄・雑貨）

展示会：ファーレ
（婦人服） 展示会：フォレスト（ガラス・雑貨）

展示会：パラマウント（靴・靴下）

展示会：RHS
（浄水器他）

ビオサポセットの日

豚量り売りビオサポセットの日

ビオサポセットの日

ビオサポセットの日

ビオサポセットの日

ビオサポセットの日

ビオサポセットの日

早期ギフト（宅配お
節など）申込〆切

全国宅配ギフト申込〆切

展示会：プーパン（ママと子供服）

ポイント2倍 ポイント2倍 ポイント2倍 ポイント2倍 ポイント2倍 ポイント2倍



　２０２１年　　　10月メニュー表

　　キッチンこらふ　 （９４１）３１０１

　　大丸デポー　　 　（９４１）５６３１

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

１７（日）　 日曜開所 1 2

ポテトコロッケ きんぴらメンチ 月見つくね

双子のササミ サバのピリ辛 鮭のラビゴットソース

鮭のラビゴットソース ひじきの黄金煮 新）大葉入り鶏ひき餃子

福白金時豆 オランダ高野の煮物 炊き合わせ

さつまいもと小豆のサラダ タイ風サラダ 肉みそ豆腐

☆デポチキbox 豆乳卵豆腐 ポテトサラダ

4 5 6 7 8 9

ポテトコロッケ マーボー丼 栗入り赤飯 ぜいたく鶏づくし弁当 カレーコロッケ ミニポテコロ

スパイシーサーモンフライ チキンガーリックフライ 平牧三元豚ヒレカツ ポテトコロッケ しゅうまい タンドリーチキン

キャベツたっぷりチキンバーグ大根棒餃子 さつま芋とレンコンの甘辛 えのきどっさりつくね 鶏の変わり揚げ 鮭のラビゴットソース

鶏と高野の甘酢あん 田舎煮 白和え ごぼうとこんにゃくのピリ辛卯の花 筑前煮

金時豆 かき揚げセット 高野の海老射込み カラフル揚げ出し豆腐 切干大根煮 鶏の大根おろし煮

ポテマカサラダ ビーンズサラダ ポテトサラダ ごまゴマ胡麻ポテト ザーサイ餃子 フレッシュポテトサラダ

11 12 13 14 15 16

クリスピーチキン 月見つくね 梅の香おこわ パッタイ ポテトコロッケ さつま芋ときのこのおこわ

あぶ玉と煮物セット 長芋と揚げ鶏の煮物 サーモンクリームコロッケ コーンクリームコロッケ 揚げしゅうまい しっとりチキンカツ

ひじきの五目煮 ぶどう豆 ヘルシーメンチ 平牧三元豚ヒレカツ 高野の友禅炊き 炊き合わせ

鮭の塩レモン風味 じゃが芋と春雨の煮物 えのきどっさりつくね チンジャオチキン チャプチェ 高野の海老射込み

切り干し大根ピリコリサラダレンコンとひじきのサラダ 卯の花 鶏とザーサイの和え物 鶏と枝豆入りひじきサラダ ポテトサラダ

☆肉まん ☆フィッシュバーガーセット ☆デポチキbox ☆肉まん ☆特別お祝い弁当 ☆特別お祝い弁当

18 19 20 21 22 23

鶏そぼろ丼 かぼちゃクリームコロッケ ゴマ味噌串カツ アジアンクリスピーチキン ポテトコロッケ さつま芋ときのこのおこわ

きのこバーグ しっとりチキンカツ 鶏の変わり揚げ さつま芋とレンコンの甘辛 鶏のオイマヨごぼうの甘辛双子のササミ

新）大葉入り鶏ひき餃子 鶏団子の甘辛ソース 鮭の大葉フライ じゃこ大豆 じゃが芋と春雨の煮物 高野の射込み

田舎煮 筑前煮 炊き合わせ 袋煮 卯の花 しゅうまい

切干切り昆布煮 丹精國鶏のごま衣焼き ポテトサラダ 切り昆布煮 豆腐と車麩の南蛮漬け かぼちゃのいとこ煮

ポテマカサラダ タイ風サラダ おはぎ フレッシュマカロニサラダ フレッシュポテトサラダ ポテトサラダ

25 26 27 28 29 30

チキンクリームコロッケ 助六 中華おこわ ポテトコロッケ 梅の香おこわ

ミニ祭り きんぴらメンチ 月見つくね ミートボール 平牧三元豚ヒレカツ ミニポテコロ

３p100０円 炊き合わせ セサミチキン 高野豆腐の角煮風 さつま芋とレンコンの甘辛 鶏と高野の甘酢あん

鮭のラビゴットソース 鶏ごぼうこんにゃく ひじきの五目煮 豆乳卵豆腐 双子のササミ

新）大葉入り鶏ひき餃子 卯の花 かぼちゃのいとこ煮 卯の花 五目豆

ツナコーンサラダ ポテトサラダ ツナマカサラダ ビーンズサラダ レンコンとひじきのサラダ

○　メニューは仕入れの都合で変更させていただくことがあります

*　お集まりのお弁当やオードブルのご予約も承っております。 ○　土曜日は太巻き、いなり、寿司セット、かき揚げもご用意してます

　　メニュー、ご予算等お電話にてお問い合わせください。 ○　お弁当・おかずセットは毎日あります

〇　コロッケ・メンチは２個セットです

　　《新メニュー》　　大葉入り鶏ひき餃子 〇　☆マークは、裏面をご覧ください


