
買物代行(第1、3金曜日)： 5/6（金）、5/20（金）

デポー教室： 5/7（土）、5/15（日）

情報セットワーク： 5/16(月)

オープン時間：１０：３０～１９：００　定休日 水曜日 利用明細(集金)はがき： 5/18（水）以降デポーで受取り

TEL：044-813-4325　　FAX：044-813-1462 組合員向け配布： 5/18(水）～5/26（木）

川崎市高津区坂戸1-11-2 

●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

豚ブロック肉の日５％引 野菜夕市１５時～ 原則水曜日は 提携青果の日５％引 青果特売品入荷 青果特売品入荷 鮮魚の日

オルタフーズパン お休み 牛乳の日 5％引 フルーツ5％引 フルーツ5％引

オルタフーズ食パン１０％引 牛ステーキ１００円引/１P 焼きそば２点５％引 焼きそば２点５％引

あこべるのパン 鶏卵・平飼たまご５％引

オルタフーズパン あこべるのパン

月 火 水 木 金 土 日

4/25 ポイント２倍 4/26 口座引落日/ポイント２倍 4/27 4/28 ポイント２倍 4/29 昭和の日/ポイント２倍 4/30 ポイント２倍 1 ポイント２倍

豚ブロック肉の日5%引 提携青果の日５％引 牛乳の日５％引 鶏卵・平飼たまご5％引

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 鮮魚入荷 刺し盛りの日

2 ポイント２倍 3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6 7 8

豚ブロック肉の日5%引 提携青果の日５％引 牛乳の日５％引 鶏卵・平飼たまご5％引

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 鮮魚入荷 刺し盛りの日

9 10 11 12 ウェルカム３ＤＡＹＳ 13 ウェルカム３ＤＡＹＳ 14 ウェルカム３ＤＡＹＳ 15

豚ブロック肉の日5%引 鶏卵・平飼たまご5％引

鮮魚入荷 切り身フェア 提携青果の日５％引/ヤマボシのマグロ 牛乳の日５％引/冷凍右端扉５％引 鮮魚入荷 刺し盛りの日

16 17 18 19 20 21 22

豚ブロック肉の日5%引 牛乳の日５％引 鶏卵・平飼たまご5％引

鮮魚入荷 切り身フェア 提携青果の日５％引/ヤマボシのマグロ 冷凍右端扉５％引 鮮魚入荷 刺し盛りの日

23 24 25 26 口座引落日/ポイント２倍 27 ポイント２倍 28 ポイント２倍 29 ポイント２倍

豚ブロック肉の日5%引

鮮魚入荷 切り身フェア 提携青果の日５％引/ヤマボシのマグロ 牛乳の日５％引/冷凍右端扉５％引 鮮魚入荷 鶏卵・平飼たまご5％引/刺し盛りの日

30 ポイント２倍 31 ポイント２倍

口座引き落とし日：5/26（木)　前日までに入金して下さい

季節品カタログ：毎週木曜日入荷、翌週火曜日〆切

＠カフェスペース

ポイント２倍♪

たかつデポー 検索

5 月
日 程 表

休 み

2022年
（令和4年）

5月16日（月）、17日（火）クロケッツクラブ（靴）

今月の１０％引パンは

「イギリスパン」

12時頃入荷
デニッシュハウスパン

休 み

「たまごウィーク」 … 鶏卵１０個パック、平飼いたまご、たまごスープ、たまごパン、かに玉の素 ５％引き！

5月6日（金）RHS（高級家電）

5月14日(土）、15日(日）アイメイト（眼鏡）

5月19日（木）ファーレ（カジュアル婦人服）

「ハイム・JBP化粧品フェア」 … 薬用ピュアホワイトクリーム・化粧水、ナチュラルモイストローション・クリーム、ディアミノ保湿化粧水・洗顔ソープ、チャイルドサンスクリーン１

【鮮魚】 釜揚げしらす、ボイルホタルイカ入荷！

たかつデポー

安全・安心・こだわり食材のお店

「ビネガーフェア」 …  食酢、純りんご酢、はちみつ黒酢ドリンク ５％引き！

「王隠堂農園フェア」 … 切り干し大根、甘酢しょうが、柿のしずく １０％引き！

鶏肉モモ・ムネ … ５%引き！

おさかなソーセージミニ … １０%引き！ / 生乳１００％ヨーグルト … ５％引き！

お弁当・惣菜

「カレーフェア」 …  辛口カレールウフレーク、甘口カレールウフレーク、ビーフカレー1人用、福神漬け、らっきょう ５％引き！

豚挽き肉 特売！ /  漬け魚特売 （鰆味噌漬け、目鯛味噌漬け、紅鮭味噌漬け、ぶり味噌漬け）… ５％引き！

【鮮魚】 釜揚げしらす、ボイルホタルイカ入荷！

ステーキ１００円引き！

ほうきね牛

4/30まで⇒雪室ぬか普及キャンペーン100円引！
5/1まで ⇒ ジュースは箱買いがお得！（対象８品目）

ステーキ１００円引き！

パリ旨ポークウインナー… １０%引き！ / 真あじ開き３枚 … 10%引き！

「ビネガーフェア」… ５%引き！

【おすすめ鮮魚】 あじ、国産タコ！

休 み

ステーキ１００円引き！ ほうきね牛

お弁当・惣菜

あこべるのパンと

パン屋さんのおかし

３点で５％引き！

ところてん … ５%引き！ / ひじき４０ｇ … 10%引き！

お弁当・惣菜

お弁当・惣菜

「母の日フェア」 … オリーブオイル、メープルシロップ、抹茶わらび餅、わたらい茶カステラ ５%引き！ / カメリナオイル … 100円引き！

クリームチーズ、カマンベールチーズ、蔵王シュレッドチーズ … ５％引き！ ステーキ１００円引き！

「アイスクリームキャンペーン」 … バニラ90ml、キャラメル、チョコレート、イチゴ、緑茶アイス ５%引き！

お弁当・惣菜5月3日（火）から5日（木）までお休みです

「新茶フェア」 … 一口ようかん各種、わたらい特選一番茶上煎茶、わたらい一番茶上煎茶 １０%引き！

黒豚の日

ステーキ１００円引き！

お弁当・惣菜

【鮮魚】 初カツオ、アサリ、平目まつり！

お弁当・惣菜

豚挽き肉 … ５％引き！

凡のシロップ、ジャムフェア

お寿司の日
１５時頃入荷

お寿司の日
１５時頃入荷金華豚2点10％引き！

休 み

お弁当・惣菜

ほうきね牛

豚挽き肉 5%引 / スライスロースハム１０％引

春のエチゴビールキャンペーン

（～５/３１日まで）

こしひかり越後、

エレガントブロンド、

レッドエール、IPA

各１０円引き！

”簡単調理で時短できる食材キット”

5月の健康補助食品

＼キャンペーン／
サラシアキトサン

１０％引き！

夕食2-3人分のメインディッシュが10～15分で完成！

野菜カット済み・合わせ調味料付き
レシピ付きで失敗なし

忙しく料理を時短したい、料理が苦手

食材キットを試したいけど食品添加物が不安

献立を考えるのが面倒... ぜひお試しください！

野菜が多く栄養バランスが良く簡単でおいしい！

ビオサポセット！

月・金曜日

入荷！

こんな方に…

洋服や靴、宝飾品、生活雑貨などの提携業者が来所

高品質なものが適正な価格で購入できると組合員に好評です！

お弁当・惣菜

5月21日（土）、22日（日）ポルト・ボナー（天然石アクセサリー）

お弁当・惣菜

チーズ２点 ５％引き！Welcome 12・１３・１４日

組合員：ポイント２倍

・未加入者：期間中１回限り

お買い物１０％OFF!

お弁当・惣菜

4/29～5/15

カメリナオイル

＼キャンペーン／
１００円引き！



2022年

品名 価格 税込価格 品名 価格 税込価格

ポテトコロッケ ¥300 ¥324 ポテトコロッケ ¥300 ¥324

ヒレカツ ¥530 ¥573 煮込みハンバーグ ¥480 ¥519

たっぷり麻婆茄子 ヤンニョムチキン ¥400 ¥432

7日 親子丼 21日 たっぷり麻婆茄子

（土） チキンの春色マリネ ¥480 ¥519 （土） カツ煮丼
かりん 日替わり弁当 ¥630 ¥681 かりん 日替わり弁当 ¥630 ¥681

かりんセット ¥480 ¥519 かりんセット ¥480 ¥519

筑前ちらし寿司 ¥540 ¥584 冷やし中華 ¥505 ¥546

ジャージャー麺 ¥550 ¥594 鶏釜飯 ¥600 ¥648

鶏のから揚げカレー揚げ ¥490 ¥530 鶏と野菜のぴりから炒め ¥460 ¥497

12日 焼売 ¥380 ¥411 26日 鯵フライ（２枚入り） ¥371 ¥401

（木） 田舎風煮物 ¥420 ¥454 （木） 切り昆布と野菜の炒め煮 ¥355 ¥384

にんじん しゃきしゃきれんこんサラダ ¥380 ¥411 にんじん ポテトサラダ ¥355 ¥384

ぶどう豆 ¥315 ¥341 五目豆 ¥315 ¥341

つつじセット ¥468 ¥506 つつじセット ¥468 ¥506

お弁当 ¥680 ¥735 お弁当 ¥680 ¥735

新玉ねぎコロッケ ¥340 ¥368 ポテトコロッケ ¥300 ¥324

豚ひき肉のハーブマリネ 煮込みハンバーグ ¥480 ¥519

14日 鶏チャーシュー卵 ¥500 ¥540 28日 ヒレカツ ¥530 ¥573

（土） 赤飯弁当 ¥530 ¥573 （土） 肉団子の甘酢あん

かりん メープル大学芋 ¥330 ¥357 かりん 茗荷寿司

日替わり弁当 ¥630 ¥681 日替わり弁当 ¥630 ¥681

かりんセット ¥480 ¥519 かりんセット ¥480 ¥519

ポテトコロッケ ¥300 ¥324

鶏となすの甘酢

豆腐しゅうまい ¥400 ¥432

15日 いなり寿司 ¥300 ¥324

（日） 彩りポテトサラダ ¥380 ¥411

かりん 切り干し大根の炒め煮

日替わり弁当 ¥630 ¥681

にらのちぢみ ¥360 ¥389

モリモリのり丼 ¥530 ¥573

19日 キャベツコロッケ（２ヶ入り） ¥315 ¥341

（木） 白身魚と春雨の辛味煮 ¥435 ¥470

にんじん 五目ひじき ¥380 ¥411

マカロニサラダ（シンプル） ¥336 ¥363

胡瓜と若布の酢の物 ¥350 ¥378

つつじセット ¥468 ¥506

お弁当 ¥680 ¥735

◆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

５月のお弁当惣菜メニュー

たかつデポー

安全・安心・こだわり食材のお店

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をぜひどうぞ！


