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  　　　　　☆今月の展示会☆	
７/１８（月）１９（火）・・・・カムズポイント　(おしゃれふろしき・バンダナ・かやふきん・傘など)	

７/２２（金）２３（土）・・・・パラマウント　（足に問題のある方ご相談下さい）	

７/２５（月）２６（火）・・・・アフロディーテ　（オリジナルスマホケース・バック・財布など）	

７/２９（金）３０（土）・・・・スタジオシオノ　（流行にとらわれないオリジナル洋服）	

	
デニッシュハウス	
 	
　ステーキ入荷、しそわか	
　干物の日	
　牛乳　５％引　　　	
　マナソフトフランス１０％引	
　	
　　	

月	 木	水	

デニッシュハウス	
木曜朝市	
　　(１０:３０〜１４:００)	
青果全品５％引	
生パスタの日、黒豆納豆	
　　　　たまご　５％引	
　マナソフトフランス１０％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～7：00pm  / 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	

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(16:00〜19:00)	
青果全品５％引	
〈火曜のおすすめ〉	

牛・豚合挽き肉の日	
チーズの日　　	

金	

2022年 ７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、ちりめん	

　　　　納豆の日	
モモカツ・牛煮込用の日	

惣菜	
	

２９週分季節品カタログ	
　　配布→１２（火）〆切	

３０週分季節品カタログ	
　　配布→１９（火）〆切	

惣菜	
	

４（月）〜９（土）　【消費材紹介キャンペーン】　スライスロースハム・詰替用液体せっけん(洗濯用＆キッチン用)・脂肪と酸味をおさえたヨーグルト　１０％引	
　　　　　　　【沖縄フェア】　真塩・素精糖・粗びき塩こしょう　５％引　　【さんえすウィーク】　オルタフーズ対象品・むし焼そば麺他　５％引、　　ロースハム１０％引	

１８（月）〜２３（土）　【消費材紹介キャンペーン】　プレーンヨーグルト・おさかなソーセージ・マヨネーズチューブ・固形せっけん　１０％引	
　　　　【スタミナフェア】　冷凍しじみ・奈良漬・冷凍ゆでうどん・梅干し・焼肉のたれ・牛丼の具・豚肉ライスバーガー　５％引、　牛肉(小間・ひき肉・合挽き)　５％引	
	

１１（月）〜１６（土）　　【消費材紹介キャンペーン】　肉厚わかめ３００g・生乳100％ヨーグルト・ミックスチーズ・焼きのり・ハミガキ　１０％引	
 【さんえすウィーク】生中華風麺・オルタフーズ対象品・東京たくあん他　５％引、  豚肉しゃぶしゃぶ用　５％引【ごはんのおともフェア】　山川漬・ちりめんオリーブ他	
	

口座引き	
落とし日	

青果週末特売	

3/28（月)〜２(土）　	

https://kanagawa.seikatsuclub.coop/service/depot/higiriyama.html	

３１週分季節品カタログ	
　　配布→２６（火）〆切	

豚ブロックの日　５％引	

豚ブロックの日　５％引	

豚ブロックの日　５％引	

【共済無料保障相談会】	
７/１４(木)　１１時〜１３時　(要予約)	

月々の保険料いくらお支払いですか？生活クラブ共済なら月々１,０００円

の掛金で入院からけが通院まで保障します。共済の専任職員来所の	
相談会。「見直し」「追加の保障」ぜひご検討下さい◇◇◇	

２５（月）〜３０（土）　　【ポイント２倍】　　【スタミナフェア】　梅干し・焼肉のたれ・牛丼の具・豚肉ライスバーガー・本格キムチ刻み・ごぼうキムチ　５％引	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏肉手羽先/手羽元　５％引	

	

惣菜	
	

ご利用明細はがき	

豚ブロックの日　５％引	

３２週分季節品カタログ	
　　配布→8/2（火）〆切	

6/27（月）〜２（土）　【消費材紹介キャンペーン】　信州いなか味噌こうじ・森が育てた天然水５００㎖　	
・ポークウィンナ・牛乳たっぷりヨーグルト　１０％引　【沖縄フェア】　真塩・素精糖・粗びき塩こしょう　５％引	

	

詳細・お申し込みは	
フロアで又はこちら↓	

７/５(火)〜１１(月)	

【出資金在高確認週間】	
	

年に一度の出資金の確認期間です	

２２年産の新米の予約・変更も	

受付けますので、	

ぜひデポーにお越し下さい！	

【さんえすキャンペーン】	
４(月)〜１６(土)	

生活クラブ神奈川と関係の深い生産者	

「さんえすグループ」の年に一度のキャンペーンです	
　　　＊ライフアートの畳替え３％引＊い草敷物カタログ有ります	

　　　＊エコ・クリーン化粧品　５％引	
　　　＊「ウェルライフ」スーパー酵素・小麦若葉の青汁・	
　　　　　　　　グルコサミン＆コンドロイチン　１０％引	

歩のクッキー、モッツァレラ	
ブルーベリーヨーグルト	
ミルクプリン抹茶	
キャラメルラテ、豆乳ぷりん	
飲むヨーグルト、黒ごまどうふ

３６％生クリーム	
きざみ白菜キムチ(甘口)	

鳥海山の恵みをいただく　　	
　　　カレールウ	
遊佐古代米	

半夏生　国産タコ	
東本郷とうもろこしまつり	

あさり佃煮、コーヒー飲料	
わんちゃんごちそう	
鶏まるごと、米粉	
のり茶漬、煮豆っ子	
ちりめん山椒、大正金時	

いかなごのくぎ煮、赤かぶ漬	
穂先メンマ油炒	
みかんヨーグルト	
８品目卯の花	
東本郷とうもろこしまつり	
	

小さなまんじゅう	
メープルシロップゴールデン	
有機水出し煎茶米こうじ(３００g)	
ちぎりれんこん天、薄揚げ天	
スティックかまぼこ	
生そば、温泉たまご	
中華風生めん(冷)	

かに玉の素	
３６％生クリーム	
生乳バター	

金胡麻どうふ	
つるりんうどん	

焼津のまぐろ佃煮	
食べるイリコ、イリコ粉末	
関西濃厚ソース、わさび漬	
鮭とば、バナナのケーキ	
おにぎり昆布(ごま)	
シャキッとメンマ(味付)	
糖しぼり大根	
奈良漬・守口漬セット	
とちおとめヨーグルト	
キャラメルラテ	
東本郷とうもろこしまつり	
	

小さなまんじゅう	
テンメンジャン	
わらびもち、チャンジャ	
きらずあげしお、福神漬	

大矢商店こんにゃく	
なると巻、いか入紅しょうが揚	
中華風生めん(冷)	

カムズポイント パラマウント

アフロディーテ スタジオシオノ

ミニリングドーナツ	
長崎五三焼カステラ	
黒棒、いちごジャム国産	
ラムレーズンとくるみのケーキ
小女子くるみ	
生姜おにぎり昆布	
いかなごのくぎ煮	
赤かぶ漬、奈良漬	

味付ザーサイ、ちりめん山椒	
ブルーベリーヨーグルト	
	

ミニあんドーナツ(豆乳)	
小さなまんじゅう	
ひび努力あられ、ごぼうキムチ	
長州地サイダーもも味	
小さな野菜天、スティックかま
ぼこ、コーン入さつま揚	
おたっしゃ豆、生そば	
温泉たまご、しおラーメン	

コチュジャンパウチ	
４５％生クリーム	
生乳バター	

豆と根菜サラダ	
黒胡麻どうふ	

李朝園白菜キムチ	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

にぎり寿司	

魚まつり　	
イカ、カツオ、カンパチ	

土用丑の日  

おたっしゃ豆	

玉子豆腐	
飲むヨーグルト	
４５％生クリーム	
モッツァレラチーズ	
豆乳プリン、さけるチーズ	
はちみつ梅干、白胡麻どうふ	

具沢山茶碗蒸し、雪室ぬか	
きざみ白菜キムチ(甘口)	
味噌漬大根	

惣菜　	

具だくさん茶碗蒸し	
つるりんうどん	

きざみ白菜キムチ(甘口)	

ほうきね牛	
	

黒豚	

ほうきね牛	
	

ほうきね牛	
	

金華豚入荷２P１０％引	

今週の入荷予定青果　　	
新生姜、枝豆、桃、プラム	  
さくらんぼ、化粧箱もも	

今週の入荷予定青果　　	
まるごと遊佐	  
パプリカ、アンデスメロン	  
パンナメロン、ミニトマト	  
おくら、モロヘイヤ	  

共済無料相談会	

今週の入荷予定青果　　	
レタス、おくら、枝豆	  
新生姜、ネクタリン	
プラム(貴陽)	  

今週の入荷予定青果　　	
アスパラ、ブロッコリー	  
にんじん、巨峰、桃	  
幸水、プラム(貴陽)	  
予約)沖縄産マンゴー	  

講師：　エデュカル 石井 真梨 先生	
日時：　7月21日（木）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　	
持ち物：スマートフォン、筆記用具	
	

	
パソコン、スマホ、SNSなど
ちょっとした困り事などに	
お答えします。	
今回はスマートフォンを	
中心にお答えします	
	

【７月のエッコロ講座】	
「パソコン・スマホよろず相談」	

あんず薬局健康相談会	
１１時〜１３時	

豚肉量り売	

豚肉量り売	

東本郷とうもろこしまつり	
ミレーフライ	
	

ビオサポセット	

ビオサポセット	 ビオサポセット	

ビオサポセット	 ビオサポセット	

ビオサポセット	 ビオサポセット	

ビオサポセット	 ビオサポセット	地場提携青果全品５％引	

地場提携青果全品５％引	

地場提携青果全品５％引	

地場提携青果全品５％引	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	


