
買物代行(第1、3金曜日)： 10/1（金）、10/15（金）

デポー教室： 10/2（土）、10/17（日）

情報セットワーク： 10/14（木）

オープン時間：10：30～１８：30　定休日 水曜日 組合員向け配布： 10/15（金）～10/21（木）

TEL：044-813-4325　　FAX：044-813-1462 全戸チラシ配布：

川崎市高津区坂戸1-11-2 〒213-0012

季節品カタログ：毎週木曜日入荷、翌週火曜日〆切

●日程表はたかつデポーHPでも！

●掲載内容、入荷日、品目は都合により変更になる場合があります

毎週月曜 毎週火曜 毎週水曜 毎週木曜 毎週金曜 毎週土曜 毎週日曜
鮮魚入荷 鮮魚の日 にんじんの惣菜 冷凍右端扉５％引 鮮魚入荷

切り身フェア 原則水曜日は ヤマボシマグロフェア 青果特売品入荷 かりんの惣菜 鮮魚の日

お休み 神奈川県漁連漬魚フェア 餃子の日(皮・豚挽肉５％引) 青果特売品入荷 焼きそば２点５％引

オルタフーズパン オルタフーズ食パン１０％引 焼きそば２点５％引 フルーツ5％引

オルタフーズパン フルーツ5％引

あこべるのパン あこべるのパン

月 火 水 木 金 土 日

9/27 9/28 9/29 9/30 1 2 3

刺し盛りの日

鮮魚入荷 切り身フェア ヤマボシのマグロ 冷凍右端扉５％引き 鮮魚入荷 鶏卵・平飼いたまご５％引き

4 5 6 7 8 9 10

刺し盛りの日

鮮魚入荷 切り身フェア ヤマボシのマグロ 冷凍右端扉５％引き 鮮魚入荷 鶏卵・平飼いたまご５％引き

11 12 13 14 15 16 17

刺し盛りの日

鮮魚入荷 切り身フェア ヤマボシのマグロ 冷凍右端扉５％引き 鮮魚入荷 鶏卵・平飼いたまご５％引き

18 19 20 21 22 23 24

鮮魚入荷 切り身フェア ヤマボシのマグロ 冷凍右端扉５％引き 鮮魚入荷 鶏卵・平飼いたまご５％引き

25 26 口座引落日 27 28 29 30 31

ヤマボシのマグロ 冷凍右端扉５％引き 鮮魚入荷 鶏卵・平飼いたまご５％引き

口座引き落とし日：10/26（火）　前日までに入金して下さい

休 み

休 み

＠カフェスペース

ポイント２倍♪

たかつデポー 検索

10 月
日 程 表

ニューバックシバタ（ハンドバック、皮革製品）

東京真珠（宝飾品全般）

休 み

2021年
（令和3年）

mayo mayo（アクセサリー）

10月18日（月）、19日（火）クロケッツクラブ（和食器、婦人靴）

「ハロウィンフェア」 … アールグレークッキー、マーブルクッキー、お塩のクッキー、チョコレートクッキー １０％引き！

紅茶ブルンジ、烏龍茶ティーパック、生クリーム入りどら焼き、バスクチーズケーキ ５％引き！

10月25日（月）,26日（火）

お弁当・惣菜

休 み

プーパン（子供服）

10月4日（月）、5日（火）

10月11日（月）,12日（火）

10月14日（木）,15日（金）

「奥和の干物」 … 金目開き、真ほっけ開き、さば開き、さば味醂干し、さば胡椒干し ５％引き！

「黒姫和漢フェア」 … 杜仲茶 10%引き、ルイボスティ 5％引き！

「消費材紹介キャンペーン」 … 脂肪と酸味をおさえたヨーグルト、おとうふ揚げ、パックだし １０％引き！ / 天然水２L ５％引き！

「消費材紹介キャンペーン」 … 味わいさっぱり加糖ヨーグルト、おさかなソーセージ １０％引き！

「消費材紹介キャンペーン」 … とろーり加糖ヨーグルト、マヨネーズびん １０％引き！ / 天然水５００ml １５％引き！

【餃子の日】
お弁当・惣菜

デニッシュハウス（月曜）

酵母クルミブレッド

１０％引

「海の幸フェア」 … 顆粒和風だし、おにぎりのり、のり佃煮、ひじき40g、真いわし味付け缶 5％引き！

鶏ささみ ５％引き！ / おでん種セット ５％引き！

「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％引き！

中華ソースセット、ドレッシングセット、生活クラブおすすめセット、フリーズドライセット が お買い得！！

お弁当・惣菜

あるれのお菓子あこべるのパン
３点５％引き

ほうきね牛

お弁当・惣菜

お弁当・惣菜

「ハロウィンフェア」 … ポークウインナー、パリ旨ポークウインナー ５％引き！ / エコシュリンプむき身 ５％引き！

チーズ２点 ５％引き！

「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％引き！

「米澤製油＆小野田製油フェア」 … 玉ねぎドレッシング、にんじんドレッシング、ごま油小 １０％引き！

「揚げ物フェア」 … なたね油角缶、小麦粉、パン粉、鶏から揚げ、男爵コロッケ ５％引き！ / 「漬物」 … 赤かぶ漬け、糖しぼり大根、からし高菜 5％引き！

ほうきね牛

ステーキ１００円引き！

お弁当・惣菜

【餃子の日】 餃子の皮・

豚ひき肉各種５％引

ステーキ１００円引き！

冷凍メバチマグロ特売！

生マグロ特売！

＼生活クラブ神奈川５０周年祭／

ブリ、鮭まつり！

キャンディーチーズ、スモークチーズ、６Pチーズ ５％引き！
お弁当・惣菜 ステーキ100円引き！

「ハロウィンフェア」 … アールグレークッキー、マーブルクッキー、お塩のクッキー、チョコレートクッキー １０％引き！

紅茶ブルンジ、烏龍茶ティーパック、生クリーム入りどら焼き、バスクチーズケーキ ５％引き！

プレス・オールターナティブのチョコレート １０％引き！ お弁当・惣菜
【餃子の日】 餃子の皮・

豚ひき肉各種５％引 お弁当・惣菜

【鮮魚】 生サンマ、赤カレイ 入荷！

10/25～31日ポイント2倍

３０・３１日は

冷凍品２点

５％引き
（アイスは３個で１点）

健康補助食品キャンペーン

小麦若葉の青汁

１０％引き！
エコグリーンキャンペーン

セラジュニール

（ローション、エッセンス、クリーム）

パウダー用ブラシ、

TAEKOプレストパウダーレフィル、

TAEKOコンパクトケースなど

５％引き！

＼生活クラブ神奈川／

＼５０周年祭／
お魚もお肉もお野菜も

色々とお祭り仕様に！
お買い得品が

盛沢山！

月間キャンペーン

カルフォルニア産クルミ

がたっぷり！

パウンド型♪約２０ｃｍ

お寿司の日
１５時頃入荷

お寿司の日
１５時頃入荷

水 曜
オープン

当日朝焼きの

パンあります♪

牛ステーキ１００円引/１P
鶏卵・平飼いたまご５％引

野菜夕市１５時～

福福企画
10%引券(2枚)プレゼント
（¥2,000以上のお買物で）

10/11(月) － 17(日)

～Special Week～

10/11(月)-31(日)  秋のエチゴビールキャンペーン

エレガントブロンド、プレミアムレッドエール他 10円引

ステーキ100円引き！/ 牛小間切れ ５％引き！

【餃子の日】 餃子の皮・

豚ひき肉各種５％引き！
金華豚の日

肉の日ブロック肉5％引き！

「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％引き！ / スライスチーズ、パウダーチーズ、クリームチーズ、蔵王シュレッドなど ５％引

12時頃入荷
デニッシュハウスパン

「牛乳 Week」 … パスチャライズド牛乳900ml １5％引き！
お弁当・惣菜

黒豚の日 【餃子の日】 餃子の皮・

豚ひき肉各種５％引 お弁当・惣菜



 

 

 

 
 

 

 

 

 

２日 

（土） 
かりん 

ポテトコロッケ ３００円 (税込 324円)  

21日 

（木） 
にんじん 

中華丼 ５９５円 (税込 643円) 

煮込みハンバーグ ４８０円 (税込 519円)  にらのちぢみ ３６０円 (税込 389円) 

なすのミートグラタン ５００円 (税込 540円)  ミートボール（中華） ４５０円 (税込 486円) 

メープル大学芋 ３３０円 (税込 357 円)  スパイシーサーモンフライ ４５０円 (税込 486円) 

ミニ弁当 ５２０円 (税込 562円)  切干大根 ３２０円 (税込 346円) 

日替わり弁当 ６３０円 (税込 681 円)  芋芋サラダ ３５５円 (税込 384円) 

かりんセット ４８０円 (税込 519円)  じゃこ大豆 ３３５円 (税込 362円) 

   つつじセット ４８６円 (税込 525円) 

   お弁当 ６８０円 (税込 735円) 
       

７日 

（木） 
にんじん 

カジキのそぼろちらし丼 ５７０円 (税込 616円)  

22日 

（金） 
かりん 

ポテトコロッケ ３００円 (税込 324円) 

ビビンバ ５９５円 (税込 643円)  鶏葱ソース ４００円 (税込 432円) 

キャベツメンチ（２ヶ入り） ３８１円 (税込 412円)  鮭と野菜の彩り南蛮 円 (税込       円) 

白身魚の野菜あんかけ ５８０円 (税込 627 円)  ミニ弁当 ５２０円 (税込 562円) 

高野豆腐の友禅炊き ４４０円 (税込 476円)  日替わり弁当 ６３０円 (税込 681円) 

ポテマカサラダ ３５５円 (税込 384円)  かりんセット ４８０円 (税込 519円) 

鶏とザーサイの和え物 ３５５円 (税込 384円)    

つつじセット ４８６円 (税込 525円)    

お弁当 ６８０円 (税込 735円)    
       

９日 

（土） 
かりん 

ポテトコロッケ ３００円 (税込 324円)  

24 日 

（日） 
かりん 

ポテトコロッケ ３００円 (税込 324円) 

一口味噌カツ 円 (税込        円)  鶏となすの甘酢 ４８０円 (税込 519円) 

きのこ肉じゃが 円 (税込        円)  豆腐しゅうまい ４００円 (税込 432円) 

豆腐しゅうまい ４００円 (税込 432円)  いなり寿司 ３００円 (税込 324円) 

ミニ弁当 ５２０円 (税込 562円)  フレッシュポテトサラダ ３４０円 (税込 368円) 

日替わり弁当 ６３０円 (税込 681円)  日替わり弁当 ６３０円 (税込 681円) 

かりんセット ４８０円 (税込 519円)    
       

1４日 

（木） 
にんじん 

峠の釜飯 ６００円 (税込 648円)  

2８日 

（木） 
にんじん 

モリモリのり丼 ５３０円 (税込 573円) 

グラタン（ミートソース） ５５０円 (税込 594円)  さんまの蒲焼太巻 ５６３円 (税込 609円) 

まいたけコロッケ（２ヶ入り） ３１５円 (税込 341 円)  メンチカツ（２ヶ入り） ４２５円 (税込 459円) 

鮭の南蛮漬け ５３０円 (税込 573円)  カジキの酢豚風 ４５０円 (税込 486円) 

白滝と野菜の炒め煮 ３５５円 (税込 384円)  切り昆布の煮物 ３８０円 (税込 411円) 

南瓜サラダ ３８０円 (税込 411円)  マカロニサラダ（シンプル） ３３６円 (税込 363円) 

チキンハムの人参ラぺ ４４０円 (税込 476円)  ぶどう豆 ３１５円 (税込 341 円) 

つつじセット ４８６円 (税込 525円)  つつじセット ４８６円 (税込 525円) 

お弁当 ６８０円 (税込 735円)  お弁当 ６８０円 (税込 735円) 
       

16 日 

（土） 
かりん 

ポテトコロッケ ３００円 (税込 324円)  

30 日 

（土） 
かりん 

ポテトコロッケ ３００円 (税込 324円) 

鶏ネギソース ４００円 (税込 432円)  ヒレカツ ５３０円 (税込 573円) 

車麩の煮物 円 (税込        円)  さつま芋グラタン 円 (税込       円) 

豚肉の野菜巻き揚げ ４８０円 (税込 519円)  ミニ弁当 ５２０円 (税込 562円) 

ミニ弁当 ５２０円 (税込 562円)  切干大根中華風サラダ 円 (税込       円) 

日替わり弁当 ６３０円 (税込 681円)  日替わり弁当 ６３０円 (税込 681円) 

かりんセット ４８０円 (税込 519円)  かりんセット ４８０円 (税込 519円) 

◆都合によりメニューが変更になることがあります 

◆価格未記入のメニューは当日確認ください 

 

044-813-4325 

お米は低農薬米 
解放鶏舎で育った国産鶏の卵 

非遺伝子組換えのなたね油で調理 
豚肉は平田牧場の健康お肉 

化学調味料不使用 

安全でおいしいお弁当とお惣菜！ 
生活クラブの食材、調味料を中心に素性確かな素材で作られた惣菜！ 


