
横浜北生活クラブ生協　

※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。

水

定休日

1 2 3 ほうきね牛 4 ポイント２倍

5 6 7 8 黒　豚 9 ほうきね牛 10 ほうきね牛 11 ポイント２倍

定休日

12 13 14 15 金華豚 16 17 ほうきね牛 18 ポイント２倍

定休日

19 20 21 OPEN 22 23 24 ポイント２倍 25 ポイント２倍

26 ポイント２倍 27 28 OPEN 29 30 年内最終日 31 大晦日

・柿なます
・菊花かぶ

・レバーペースト

・レバーペースト

・寿司でんぶ
・十勝ラクレットモール
ウォッシュ
・全酪連バター

・京風白甘みそ（こし）
・落花生殻付き300ｇ

・濃厚豆乳プリン
・４５％生クリーム

・柚子巻き柿
・赤かぶ漬
・ちりめん山椒

　惣菜おせち受渡し
　　11時～11時半
※時間厳守でお願い
します

・無塩せき生ハム
・二段燻製仕込ベーコン

・米こうじ1㎏
・岡山の作州甘栗
・丸干しいも（紅はるか）

・麹甘酒（濃縮タイプ）
・車麩入りおでん
・米こうじ300ｇ
・ひび努力あられ

情報ワーク

日

引落しできないと
利用高に準じた延滞金がつきます。

毎週木曜カタログ配布　⇒ 翌週火曜〆切

毎週月曜日　※年内19日最終日

18(日）～26(月)

季節品〆切り

9(金)、15(木)、20(火)

キャリー便

買物代行

土

口座引落し
26日　＊前日までに入金して下さい。

金

2022年

・鶏肉増量パック
・豚ﾌﾞﾛｯｸ肉ﾈｯﾄ巻
・豚スペアリブ

鮮魚の日
豚ﾌﾞﾛｯｸ5%引きの日
バター・マーガリンの日
ビオサポの日

鮮魚の日
青果夕市　3時～７時
ヨーグルトの日
練り物の日

漬魚・干物の日
豚肉の日

月 火 木
鮮魚の日 鮮魚の日

青果夕市　3時～７時
豆腐の日

・麹甘酒（濃縮タイプ）
・４５％生クリーム
・やきとりセット（塩）

・生乳でつくったバター
・４５％生クリーム

・歩のクッキー
・かりん蜂蜜飴
・三河本みりんRビン
・４５％生クリーム

漬魚・干物の日
果物の日
牛乳5％引きの日
　(2日、9日、16日）
ビオサポの日

★彩り弁当
　（限定20食）

・玄米もち
・人形焼各種
・半立 さや付き落花生
・有機落花生（Qなっつ） ★特別弁当

青葉区市ケ尾町１１６１－８ くらしてらす１Ｆ

TEL：045-974-0351 FAX：045-974-0361

オープン：11：00～19:00（水曜定休日）

お酒の日

寿司３時入荷

【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、ビオゼロ（ビアンコ・ロッソ） 各５％引き

那須でつくったさけるチーズ、クリームチーズ、パウダーチーズ 各5％引き

【年末年始パーティフェア】 松本平ブラッククイーン、ダン、ビオゼロ（ビアンコ・ロッソ）、無添加赤ワイン、エチゴビール等 各５％引き

キャンディーチーズ、全酪6Pチーズ、スモークチーズ、角谷カマンベールチーズ 各５％引き

旬の魚フェア

サバ・金目鯛・真鯛

≪１２月展示会≫
3（土）～ 4（日） アイメイト （眼鏡）

5（月）～ 6（火） インダスミネラル （天然石）

8（木） RHS （浄水器）

9（金）～10（土） プーパン （子ども服・婦人服）

16（金）～18（日） クロケッツクラブ （婦人靴）

19（月）～20（火） ファーレ （婦人服）

【日東珈琲フェア】 森のコーヒー、パプアニューギニア 各10％引き

【年末必需品フェア】 かつお厚けずり、細けずり、パックだし、みついし昆布、切り昆布、赤かぶ漬 各5％引き

寿司３時入荷

●ジャパンビューティー

プロダクツ化粧品

ビマシェシリーズ
（チークカラー、アイカラー、ナチュラルリップ）

２０％引き
●エコグリーン化粧品 対象品

5％引き

■□■□■ 年末年始のお知らせ ■□■□■

12／31(土)～1／5(木)の６日間、デポーはお休みです。

休み前の牛乳、鶏卵、食パン、豚肉、鶏肉の予約を受付中です！

確実な購入のために、予約票を忘れずに提出してくださいね。

班・個配の組合員も利用できます。

年始は1／6(金)11時オープンです☆ ポイント2倍デーです！

【イタリアンフェア】 バルサミコ（サポローゾ）、生パスタ対象品 各10％引き

【年末必需品フェア】 かつお厚けずり、細けずり、パックだし、みついし昆布、切り昆布／エコシュリンプM 各5％引き

金華豚

２点１０％引

鶏骨付きモモ

丸 鶏

鶏骨付きモモ

Xmas用品受渡し

丸 鶏

開拓牛

ローストビーフ用

正月用品受渡し

フロア予約品受渡し
カニ、マグロ、肉、牛乳、食パン など

※受け取り忘れにご注意ください

神奈川地魚まつり

カタログで注文した予約品は指定日の

下記時間内にかならず受け取りに来てください。

午前11時～午後5時 ※最終日12/30は午後4時まで
年末は非常に混みあうため、

比較的空いている午後の来所をおすすめします。
近隣のご迷惑になるので路上駐車はお止めください。

21（水）と

28（水）は

OPENします

ほうきね牛

年内最終取組

なたね油角缶

お買い得

豚しゃぶ肉

お買い得

豚しゃぶ肉

お買い得

豚しゃぶ肉お買い得

ワイン

お買い得

Xmas用品フロア入荷

正月用品フロア入荷

キャリー便

年内最終



市が尾デポー 974-0351

ミズ・キャロット901-2808

1 2 4

ポテトコロッケ きのこクリームコロッケ ころころポテトコロッケ

ささみのしそチーズ揚げ 揚げ鶏のネギソース 鶏唐揚げ

にぎやかマーボー 肉じゃが　春巻き 長いもと鶏のあげ煮

野菜たっぷり卯の花 ジャージャン豆腐 ロールキャベツ

あぶ玉煮　スパゲッティサラダ 野菜ポテトサラダ ポテトサラダ

もやし中華サラダ 鮭の和風マリネ 春雨中華サラダ

かき揚げ丼　鶏照り焼き丼 チキン南蛮丼 鮭丼

上海塩焼きそば オムライス　柚子稲荷

5 6 7 8 9 11

きのこクリームコロッケ 肉じゃがコロッケ 鶏ごぼうコロッケ メンチカツ　ミニメンチ ころころポテトコロッケ

イタリアン風チキンカツ 四色串揚げ　焼売 ハンバーグ　鶏の唐揚げ 鯖の竜田揚げ　 鶏唐揚げ

鯖の味噌煮　友禅炊き 蓮と鶏のこく旨 お けんちん揚げ 蓮の六宝揚げ 酢豚

五目野菜と春雨炒め 信田煮　 休 宝煮　金時豆 京風切干大根 季節の炊き合わせ

卵ポテトサラダ 緑黄色野菜サラダ み フレッシュマカロニサラダ カラフル揚げ出し豆腐 野菜ポテトサラダ

白滝入りなます 胡麻じゃこサラダ 春雨中華サラダ ポテトサラダ　ひじきサラダ 切り干し大根ごま酢和え

五目寿司　チキンカツ丼 鶏照り焼き丼 カツ丼　焼きそば おかめ寿司　グラタン ビビンバ丼

あんかけ焼きそば 豚丼　おにぎりセット 中華おこわ きのこ飯弁当　 三色丼

12 13 14 15 16 18　特別弁当

鶏ごぼうコロッケ かぼちゃコロッケ 山の幸コロッケ カレーコロッケ ころころポテトコロッケ

鶏の塩レモン唐揚げ 黒胡椒チキンカツ 蓮の挟み揚げ　 えのきどっさりつくね 鶏唐揚げ

季節野菜の揚げ浸し 野菜棒餃子　肉豆腐 お 焼き餃子　炒り豆腐 ロールキャベツ チンジャオロース

おでん風煮 季節の炊き合わせ 休 車麩の煮物 鯖の味噌煮 豆腐ロール

十目ひじき煮 しゃきしゃき蓮根サラダ み 根菜サラダ 豆腐ナゲット　イカマリネ れんこんサラダ

鮭・水菜入りごぼうサラダ 五色サラダなます 春雨と卵のさっぱり和え 塩レモンマカロニサラダ カラフルマリネ

カラフルマリネ　親子丼 焼きカレードリア かき揚げ丼　オムそば 筑前ちらし　ビビンバ丼 親子丼

サンド握り　ナポリタン チキン南蛮丼　中華丼 鮭と野菜の甘酢丼 あんかけ焼きそば ★彩り弁当

19 20 　　21　OPEN 22 23 25

ポテトコロッケ クリームコロッケ きのこ入りメンチカツ 中華コロッケ　春巻き ほうれん草コロッケ ころころポテトコロッケ

フライセット　よだれ鶏 肉団子カラフル野菜あん カレーコロッケ　　 ささみのチリソース 胡麻味噌鶏串カツ 鶏唐揚げ

蓮と鶏のこく旨　 鶏の香り揚げ　 京風切干大根　千草焼き 揚げ出し豆腐きのこあん 酢豚　グラタン ドライカレー

きんぴらおから さつま芋と根菜の甘辛 蓮入りきんぴら つくねの筑前煮　おでん風煮 豆腐ロール 胡麻じゃこサラダ

大人のポテトサラダ 信田煮　卵ポテトサラダ 韓国春雨チャプチェ フレッシュマカロニサラダ 鮭水菜入りごぼうサラダ かぼちゃサラダ

和風サラダ胡麻ドレッシング 多品目ナムル　 白滝入りなます さっぱりひじきサラダ 春雨中華サラダ あんかけ焼きそば

チキンカツ丼　 チキン南蛮丼　 ツナポテトサラダ　親子丼 天むすセット カラフル焼肉丼　 鶏そぼろ丼

焼きそば　海苔弁当 中華おこわ　オムライス キムチ焼きそば　 鶏釜飯　カツカレー 鶏照り焼き丼　おかめ寿司

26 27 　　28　OPEN

ほうれん草コロッケ ポテトコロッケ チーズサラダコロッケ

鰯のカレーフライ　黒酢の酢豚 ジャージャン豆腐　SOY餃子 ヤンニョムチキン　焼売

蓮のサンド揚げ煮　友禅炊き ロールキャベツ　金時豆 照り焼きハンバーグ　

ころころ野菜じゃこきんぴら 鶏の唐揚げ　厚揚げの煮物 五目野菜と春雨炒め

スパゲッティサラダ 緑黄色野菜サラダ 肉豆腐　五目ひじき煮

五色サラダなます 春雨と卵のさっぱり和え 蓮根サラダ　和野菜サラダ

おにぎりセット　きのこ飯弁当 三色ご飯　かき揚げ丼 五目寿司　オムそば

豚丼　筑前ちらし 上海塩焼きそば　鶏釜飯 チキン味噌カツ丼　おかめ寿司

　　　　　　　　　※材料入荷の都合により、メニューを変更することがあります。＊材料入荷の都合により、メニューを変更することがあります。

　　　　　　　　　※注）魚料理には骨がある場合がございますので、お気をつけてお召し上がり下さい。＊生活クラブの消費材を中心に生活クラブ基準にそった食材を選定しています。

　　　　　　　　　※生活クラブの消費材を中心に生活クラブ基準にそった食材を選定しています。＊化学調味料・添加物は一切使用しておりません。

　　　　　　　　　※化学調味料・添加物は一切使用しておりません。注）魚料理には骨がある場合がありますので、気をつけてお召し上がり下さい。

セロリもやしイカナムル　

鰯と野菜のマリネ　とんかつ太巻き

甘栗入りちまき　タンドリーチキンピラフ

★クリスマスオードブルセット

カツ丼　ガパオライス　鮭と野菜の甘酢丼

29（木）

五目きんぴら　車麩の煮物　豆腐ナゲット

砂肝のネギ塩炒め　季節の野菜マリネ

揚げ出し豆腐パリパリ野菜

マカロニサラダ　あんかけ焼きそば

キムパプ　黒米太巻き　サラダ巻き 稲荷　細巻き　エビマヨ太巻き

焼き鯖寿司　八目釜飯　焼きそば

肉じゃがコロッケ　イカチヂミ　

レバーの香り揚げ　イカリング揚げ　よだれ鶏

イカマリネ　季節の炊き合わせ　

24

クリームコロッケ　フライドチキン

レバーカレーフライ　つくね焼き

高野の射込み　サモサ　大学芋

キッシュ　ミートローフ　ポテトサラダ

白菜と鶏団子の旨煮　大根餅

厚揚げの煮物　鮭の和風マリネ

野菜ポテトサラダ　白和え

細巻き　八目釜飯

鯖太巻き　押し寿司

★季節の幕の内弁当

17

ポテトコロッケ　和風メンチ

レバーのとろりん唐揚げ　

ごぼう巻フライ　きのこのキッシュ

月 火 水 木 金 日
土

かき揚げ 天ぷら 太巻 稲荷

3

ポテトコロッケ　イカチヂミ

レバーカレーフライ　野菜棒餃子

蓮の海鮮挟み揚げ　京風ひろうす

スコッチエッグ　エビ春巻き

ザーサイと鶏の和え物　

ツナポテトサラダ　里芋の白和え

細巻き　エビマヨ太巻き

焼き鯖寿司　鶏釜飯

           　     10    特別弁当

肉じゃがコロッケ　月見つくね

レバーの香り揚げ　イカリング揚げ

韓国春雨チャプチェ　高野の射込み

長芋と鶏の揚げ煮　ヤンニョムチキン

春菊の白和え　大人のポテトサラダ

鶏チャーシュー　チキン味噌カツ丼

黒米太巻き　　とんかつ太巻き　

しゃきしゃき蓮根サラダ　卵ポテトサラダ　

七福神なます　白和え　ビビンバ丼

30（金）

ポテトコロッケ　肉団子　鶏チャーシュー

海鮮かき揚げ　天ぷらセット

松風焼き　　胡麻豆腐　　おはぎ

24日(土)

クリスマス

オードブルセット

数量限定です
お早めにご予約下さいね

お惣菜は予約・お取り置きができます。

お気軽にワーカーズに

お声かけください。

日曜惣菜は

ﾃﾞﾎﾟｰﾜｰｶｰ

ｽﾞが作ります惣菜メニュー




