
展示会：インダスミネラル（ラピスラズリ） 豚ブロック肉の日

毎週月曜
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ビオサポセットの日
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毎週金曜
牛乳の日
鮮魚の日

毎週土曜
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5％引き～13時まで）
青果夕市

毎週
日曜

定休日

月 火 水 木 金 土 日

6/27 28 29 30 7/1 2 3

お休み

4 5 6 7 在高確認 8 在高確認 9 在高確認 10

お休み

11 12 13 14 15 16 17

お休み

18 海の日 19 20 21 22 23 土用の丑 24

お休み

25 ポイント2倍 26 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 30 ポイント2倍 31

お休み

☆出資金在高確認：7月7日(木)～9日(土) デポー前
7・8日→11時～16時30分 9日→11時～18時半
出資金の積立額を確認します
2022年度産お米の新規予約・変更を受付します

☆ワーカーズ説明会：ワーカーズ10名募集！
7月6日(水)・20日(水) 11時～12時
お気軽にお問合せ下さい 045-941-5631

＊情報セットワーク：7月16日(土)
＊集金はがきのデポー受取日：7月18日(月)～30日(土)
＊出資金引き落とし：7月26日(火)
※7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

2022年

日程表

黒豚の日

ほうきね牛の日

豚ブロック肉の日

豚ブロック肉の日

豚ブロック肉の日 金華豚2点10％引

牛乳の日→5％引き

牛乳の日→5％引き

ほうきね牛の日

<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） 13時半頃入荷
土→あこべる
☆マナソフトフランス（デニッシュハウス）10％引き

＜たすけあいウィーク＞6月27日(月)～7月16日(土)
期間中、共済に加入されるとお買物券1000円分と消費材プレゼント
＜おさるん＞7月14日(木)10時半～11時半
参加費：0～3歳児の親子 1組500円 2階集会室
開催1週間前までに申込 chie503322@docomo.ne.jp

牛乳の日→5％引き

ほうきね牛の日

【沖縄フェア】真塩、素精糖、粗びき塩こしょう袋、島豆腐、紅麹豆腐よう→5％引き／李朝園の白菜キムチ→ 10％引き

【消費材紹介キャンペーン】信州田舎みそこうじ、天然水500ｍｌ、牛乳たっぷり加糖ヨーグルト、ポークウインナー→ 10％引き

平牧三元豚豚ひき肉→5％引き（6/30(木)まで）

【さんえすウィーク】国産小麦のむしやきそば麺、オルタフーズ対象品→ → 5％引き
エコグリーン化粧品、健康補助食品などキャンペーン価格

【沖縄フェア】真塩、素精糖、粗びき塩こしょう袋→5％引き

【消費材紹介キャンペーン】
ｽﾗｲｽﾛｰｽﾊﾑ、脂肪と酸味をおさえたﾖｰｸﾞﾙﾄ、詰替用液体せっけん、詰替用洗濯用液体せっけん→ 10％引き

【さんえすウィーク】生中華風麺、ｵﾙﾀﾌｰｽﾞ対象品→ 5％引き/ｴｺｸﾞﾘｰﾝ化粧品、健康補助食品などキャンペーン価格

【消費材紹介キャンペーン】肉厚わかめ300ｇ、生乳100％ﾖｰｸﾞﾙﾄ、ﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ、焼きのり、ハミガキ→ 10％引き

【ごはんのおともフェア】ちりめんオリーブ、山川漬、秋刀魚そぼろなど

15(金)16(土)カツオ・カンパチ、イカまつり

【スタミナフェア】梅干し、焼き肉のたれ、牛丼の具、奈良漬、冷凍しじみ、冷凍ゆでうどんなど→ 5％引き

【消費材紹介キャンペーン】
マヨネーズチューブ、固型せっけん、プレーンヨーグルト、おさかなソーセージ→ 10％引き

【スタミナフェア】梅干し、焼き肉のたれ、牛丼の具、本格キムチ刻み、ごぼうキムチなど/鶏肉手羽先、手羽元→ 5％引き

平牧三元豚ひき肉→5％引き

牛乳の日→5％引き

生活クラブ生協大丸デポー
オープン時間：AM10：30～PM 7：00
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。

牛乳の日→5％引き

展示会：パラマウント（靴）
展示会：大星貿易
（シルク衣類）

展示会：アフロディーテ（バッグ）

ミニ惣菜まつり

豚量り売り

おおまるフードドライブ
7/4(月)～7/9(土)

共済無料相談会
11時～13時



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1 2

かき揚げうどん 中華丼

ポテトコロッケ New!!)ささみカツ梅味噌かけ

切干切り昆布煮 シウマイ

キャベツたっぷりチキンバーグ ヤンニョムチキン

鶏・牛蒡・蒟蒻 鮭のラビゴットソース

野菜の揚げびたし レバーカレー揚げ

4 5 6 7 8 9

ツナの押し寿司 塩レモン鶏の太巻き ツナちらし ガパオライス サラダ太巻き 栗入り赤飯

ポテトコロッケ サーモンクリームコロッケ ポテトコロッケ チキンクリームコロッケ ポテトコロッケ 三元豚のカツ丼

鯖のタンドリー 天ぷらセット 平田牧場三元豚ヒレかつ クリスピーチキン 切干大根煮 茄子のはさみ揚げ

春巻き 筑前煮 高野の海老射込み 卯の花 タンドリーチキン マーボー春雨

切り昆布煮 ミートボール 鶏のオイマヨ＆ごぼうの甘辛 肉味噌豆腐 鶏の変わり揚げ チンジャオチキン

白和え チャプチェ レバーカレー揚げ キャロットラペ カラフル揚げ出汁豆腐 キャベコーンサラダ

11 12 13 14 15 16

根菜おこわ ツナの押し寿司 助六 中華おこわ 味噌カツ巻き寿司 三元豚のかやくご飯

チキンクリームコロッケ ヘルシーメンチ コーンコロッケ カレーコロッケ 肉じゃがコロッケ レバーカレー揚げ

鶏団子の甘辛 ポテトコロッケ 双子のささみ 塩麹クリスピーチキン しっとりチキンかつ ひんやり香味茄子

じゃが芋と春雨の煮物 鶏・牛蒡・蒟蒻 シウマイ 餃子 田舎煮 ひじきとツナの煮物

高野の角煮風 鶏の大根おろし煮 オランダ高野の炊き合わせ キャベツたっぷりチキンバーグ ミートボール 三元豚のヒレかつ

きのこの白和え ひじきの五目煮 三色ナムル タイ風サラダ 和風ポテトサラダ 海老クリームコロッケ

18 19 20 21 22 23

親子丼 棒棒鶏麺 カツ丼 筑前ちらし 鶏尽くし弁当 ガパオライス

かぼちゃクリームコロッケ miniポテコロ きのこクリームコロッケ カレーコロッケ 海老クリームコロッケ レバーカレー揚げ

牛蒡と蒟蒻のピリ辛 あぶ玉と煮物のセット クリスピーチキン 切干大根煮 月見つくね 高野の海老射込み

New‼)ささみカツ梅味噌かけ レモン鶏 きんぴらメンチ 天ぷらセット 揚げ豆腐のパリパリ野菜のせ 鶏のオイマヨ＆牛蒡の甘辛

大根棒餃子 五目豆 鮭のラビゴットソース 緑黄色野菜たっぷりシュウマイ ゴマ味噌串カツ 鮭の大葉フライ

ひじきと根菜の煮物 豆腐と車麩の南蛮漬け 卯の花 大豆とひじきのサラダ 金時豆 ツナマカサラダ

25 26 27 28 29 30

パッタイ カツ丼 ジャンバラヤ 梅の香おこわ 冷やしつるつるうどん

かぼちゃクリームコロッケ ポテトコロッケ コーンコロッケ ポテトコロッケ 平田牧場三元豚ヒレカツ

鶏の変わり揚げ 高野の友禅炊き 高野の角煮風 切干切り昆布煮 春菊の香り春巻き

ザーサイ餃子 マーボー春雨 塩麹クリスピーチキン キャベツたっぷりチキンバーグ 海老入り焼売

豆乳卵豆腐 長芋と揚げ鶏の煮物 白和え 鶏・牛蒡・蒟蒻 切り昆布煮

スパイシーサーモン 塩唐揚げ 根菜の香りサラダ 野菜の揚げびたし 四川風白菜

キッチンこらふ　お惣菜メニュー

キッチンこらふ　☎045-941-3101

※メニューは仕入れの都合で変更させていただく事があります 

お知らせ

いつもキッチンこらふをご利用いただき、ありがとうございます。

昨今の原料等高騰の為、順次規格変更をさせていただくこととなりました。(5月より)

実質値上げとなる事をご了承ください。

今後も皆様により良いお惣菜を提供できるよう努めてまいりますので、

変わらぬご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

ワーカーズコレクティブにんじん 大丸ブランチ キッチンこらふ


