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１９（月）〜２５（日）　【年末年始パーティーフェア】　ビオゼロ(ビアンコ・ロッソ)・無添加赤ワイン・松本平ブラッククィーン赤・ダン赤・サンサンオーガニック・エレガントブロンド	
　　　・越後ビール・プレミアムレッドエール・よなよなエール・キャンディチーズ・全酪６Pチーズ・スモークチーズ・角谷カマンベール　５％引	
　	

  　　　　　☆今月の展示会☆	
１２/　５（月）　６（火）・・・・ブティックHARA　（大人カジュアル）	

１２/　８（木）　９（金）・・・・東京真珠　（お持ちのジュエリー、リフォームします）	

１２/１４（水）１５（木）・・・・カムズポイント　（すてきな風呂敷・かやメッシュふきん）	

１２/１６（金）１７（土）・・・・アフロディーテ　(バック・財布・オリジナルスマホケース)	

	
デニッシュハウス	

 香粉(新しいパン屋です)	

　	
　ステーキ入荷、しそわか	
　干物の日	
　牛乳　５％引　　　	
　	

月	 木	水	

デニッシュハウス	
木曜朝市	
　　(１０:３０〜１４:００)	
　提携青果全品５％引	
　生パスタの日	
　黒豆納豆	
　　　　　	

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〉	
　　バナナの日	
泰山漬魚の日	
ヨーグルトの日	
冷凍ごはんの日　　　 	
　　	

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〉	

チーズの日	
練り物の日　　	

金	

2022年12月日程表 

オルタのパン	
国産小麦の食パン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	
　　豚ブロック肉５％引	

惣菜	
	

５１週分季節品カタログ	
　　配布→１３（火）〆切	

惣菜	
	

５（月）〜１０（土）　【イタリアンフェア】　生スパ・生マカロニペンネ・生タリアテレ・　生ほうれん草タリアテレ・バルサミコサポローゾ)　１０％引	
　　　　　　　　　　　エコシュリンプM　５％引　【年末必需品フェアⅡ】　かつお厚削り＆細削り・パックだし・顆粒和風だし・みついし昆布・切り昆布　５％引　	
	

１２（月）〜１７（土）　【クリスマスフェア】　オリーブオイル・メープルシロップ・ホワイトバルサミコ・バナナのケーキ・那須で作ったさけるチーズ・クリームチーズ	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・パウダーチーズ・ビオゼロ(ワイン)　５％引	
　	

ビオサポセット	

ビオサポセット	

ビオサポセット	

口座引き	
落とし日	

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

【デポーへ行こうキャンペーン】　１２/１（木）〜２０（火）	
１２月はお楽しみが２倍！！	

４回来所プレゼントはビールかさば缶	

さらに達成者の中から豪華景品が当たる抽選会もあるよ〜♪♪	

	

惣菜	
	

ご利用明細はがき	

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	

11/28（月）〜３（土）　【日東珈琲フェア】　森のコーヒー・パプアニューギニア　	
　　１０％引　　　【年末必需品フェアⅠ】　かつお厚削り＆細削り・パックだし	
　　　　　　・顆粒和風だし・みついし昆布・切り昆布・赤かぶ漬　５％引　	
	

ビオサポセット	

ビオサポセット	

地場提携青果全品５％引	 ビオサポセット	

惣菜	
	

ビオサポセット	

５２週分季節品カタログ	
　　配布→２０（火）〆切	

２週分季節品カタログ	
　　配布→２７（火）〆切	

３週分季節品カタログ	
　　配布→1/10（火）〆切	

彩り野菜の	
ジェノベーゼピッツァ	
骨付モモ照焼	
夏みかんピールチョコ	
シャンメリー	

ローストビーフ(タレ付)	
かに甲羅	
　クリームグラタン	
ジングルベルかまぼこ	
金華豚ローストポーク	
　ボルシチ缶	
　パエリアセット	
	

するめ、伊達巻	
松前漬手作りセット	
にしん昆布巻	
塩数の子２００g	
切り餅、栗きんとん	
丸大豆醤油(自然垂れ)	
北海道産味付数の子	

田作り(ごまめ)	
ミニおせちセット４品目	
糸巻きロースハム	
有頭エコシュリンプ	
丹波黒豆煮豆	
せちたつくり	
北海道産ほたて貝柱(大)	
紅白生ふ	
４種海鮮のキムチ	
生そば	
	

Xmas用品・お正月用品フロア入荷予定	

１２(月)

かまぼこ	
錦玉子	
ひのき祝箸	
川えび甘露煮	

１３(火)

２４(土)
２６(月)

２５(日)

今週の入荷予定青果　　	
鍋物野菜・むきねぎ	  
白菜・大根・春菊・しいたけ	  
キウイ・紅まどんな	  
花御所柿	

今週の入荷予定青果　　	
冬至あったかメニュー	
ゆず、かぼちゃ、ぎんなん	
れんこん、白菜、大根	

今週の入荷予定青果　　	
クリスマスフェア、セロリ	  
トマト、カラーピーマン	  
カリフラワー、ブロッコリー
紅まどんな	

今の入荷予定青果　　	
年末商材、しいたけ、だいだいぎん
なん、絹さや、ゆず、ふき	  
くわい、京芋、とちおとめ、ゆうべに	

２５ 開　所

　　クリスマス用品受渡し	

ビオサポセット	

ポイント２倍	 　　お正月用品受渡し	

　　【１２月化粧品キャンペーン】	
『エコグリーン』	

　〔TAEKO〕　メイク落とし、洗顔フォーム	

　〔フィットランド〕　保湿クリーム、化粧水	
　　　　　　　　　　　　　　　　５％引	
　〔JBP〕　ビマシェシリーズポイント	

　　　　　　　　メイク用品　２０％引	
　　　　　　　　　　　　　	

ブリ・カニ・マグロ	

小さなまんじゅう	
夏みかんピールチョコ	
青のり粉、サブレ	
ほたて干し貝柱	
味噌漬大根、温泉たまご	
スティックかまぼこ	
ごぼう天、うすあげ天	
ごぼうキムチ、生そば	

　歩のクッキー、ごぼう茶	
　ホワイトバルサミコ	
　三河みりん、香粉シュトレン　　　	
　４５％生クリーム、茶碗蒸し	
　黒ごまどうふ	
  きざみ白菜キムチ	
　	

ほうとう麺	

惣菜	
	

ブティックHARA

カムズポイント

東京真珠

アフロディーテ

焼津まぐろ佃煮	
食べるイリコ	
小女子くるみ	

第一物産キムチ	
九州きざみ高菜	

千枚漬、８品目の卯の花	
みかんヨーグルト	
コーヒー飲料	

小さなまんじゅう	
ミックスチョコレート	
焼海女のり、人形焼	
ミニリングドーナツ	
玄米餅、チャイパック	
ちぎりれんこん天	
なると巻	
ほたて貝柱風かまぼこ	
しおラーメン	
	

おからチップ	
飲むヨーグルト	
４５％生クリーム	
豆乳プリン、金ごま豆腐	

レーズンサブレ１０本入	
生ローヤルゼリー(要予約)	
しょうゆ味金ごま	
米ごのみ草加せんべい	
紅茶アールグレイ	
ちりめん山椒	
鬼無里野沢菜漬	
おみ漬、わさび漬	
とちおとめヨーグルト	
味付メンマ、いりこ粉末	
クロテッドスコーン	

小さなまんじゅう	
オーガニックルイボスティ	
ひび努力あられ	
米こうじ(３００g)	
じゃこ天、スティックかまぼこ	
コーン入さつま揚げ	
島豆腐、生そば	
温泉たまご	

キャラメルラテ	
４５％生クリーム	

筍とふき土佐煮	
きざみ白菜キムチ	
　	

惣菜	
	

お米の	
　　ホットケーキミックス	
プロポリス	

寿司でんぶ	
第一物産キムチ	

千枚漬	
ブルーベリーヨーグルト	
紅茶ミルクティ	

小さなまんじゅう、とろろ昆布	
ミニリングドーナツ	
ラムレーズンと	
　　くるみのケーキ	
玄米もち、キズのり	
しおラーメン	

まんじゅう詰合せ　	
飲むヨーグルト	
豆乳ぷりん	
黒ごまどうふ	
	

いちごジャム(国産)	
米ごのみサラダせんべい
牛乳ドーナツ	

羊羹(抹茶)	

みそ漬だいこん	

詳細・お申し込みは	
フロアで又はこちら→	

	

【12月のエッコロ講座】	
「季節のプリザーブドフラワー」	

プリザーブドフラワーを使って	

年末年始を華やかに彩る花飾りを作ります	

	

エッコロ講座	
「プリザーブドフラワー」	

にぎり寿司	

魚まつり　	
サバ・金目鯛	
・信州サーモン	

にぎり寿司	

〈鮮魚コーナー〉	
ふぐ予約受付中	

ご自宅で美味しい	
ふぐ刺しをどうぞ	

ほうきね牛	
　	

ブロック肉の日	

ブロック肉の日	

黒豚	

豚はかり売　最終	
具だくさん茶碗蒸し	

金華豚入荷２P１０％引	
ほうきね牛	
　	

鶏骨付モモ肉	
丸鷄入荷	

１（木）〜３（土）　鶏肉増量パック	

鶏骨付モモ肉	
丸鷄入荷	

鶏骨付モモ肉	
丸鷄入荷	

ほうきね牛	
年内最終	
　	

ローストビーフ用入荷	
(真空５００g前後)	

丸鷄入荷	

新年初売り  
１月６日((金))  
1100::3300  
オープン  

	
人気の沖紅鮭予約受付中	

甘口・辛口	
半身３,２００円(税込３,４５６円)	

使いやすく一切れずつパックしてます	
贈答用にも使えます	

	

講師：　なないろ 和波 直美 先生	
日時：　１２月９日（金）  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：　1,500円（当日徴収します。）	
持ち物：はさみ、持ち帰り用袋	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	

青果週末特売	

ポイント２倍	

ブリ・カニ・マグロ	


