
毎週月曜
食パン10％引き

ビオサポセットの日

毎週火曜
果物5％引き

3連ヨーグルト5％引き

練り物の日
鮮魚・青果夕市

毎週水曜
じゃが芋・玉ねぎ

大袋5％引き
豚ブロック肉の日
しらす・ちりめん5％引き

毎週木曜
チーズ5％引き

紅鮭特価

毎週金曜
牛乳の日
鮮魚の日

毎週土曜
鮮魚朝市(刺身類

5％引き～13時まで)
鮮魚・青果夕市

毎週日曜
定休

月 火 水 木 金 土 日

11/28 29 30 12/1 2 3 4

お休み

5 6 7 8 9 10 11

お休み

12 13 14 15 16 17 18

お休み

19 20 21 22 23 24 ポイント2倍 25

26 ポイント2倍 27 28 29 30 31 1/1

豚ブロック肉の日

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。

☆12月25日(日) 日曜開所 ポイント2倍
☆クリスマス・お正月用品ご予約品の受渡し
カタログ記載の受渡日の午前11時～午後5時に受け取り
にいらして下さい（12月30日(金)は午後4時まで）

☆デポー冬休みのご案内
12月31日(土)～1月5日(木)閉所
1月6日(金)10時30分 初売り

＊情報セットワーク： 12月16日（金）
＊集金はがきのデポー受取日：12月19日(月)～30日(金)
＊出資金引き落とし：12月26日(月)
※12月23日(金)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配布、翌週火曜日〆切

2022年

日程表

ほうきね牛の日牛乳の日→5％引

黒豚の日

金華豚の日

牛乳の日→5％引

牛乳の日→5％引

<大丸デポーのパン> 10月から入荷日が変更しています♪
月・金→オルタフーズ
火→香粉（ここ) 13時半頃入荷
水・木→デニッシュハウス 12時頃入荷
土→あこべる
☆12月月間 酵母アップルロール（デニッシュハウス）10％引き

●ジャパンビューティプロダクツ化粧品⇒20％引

ビマシェシリーズ （12月末まで）

（チークカラー・アイカラー・ナチュラルリップ）各色
●エコグリーン化粧品キャンペーン 対象品⇒５％引

デポー前の道路は「駐車禁止」です
お車の方は駐車場をご利用下さい

ほうきね牛の日

【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】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→5％引

鶏肉増量パック

【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→5％引
【イタリアンフェア】バルサミコ（サポローゾ）、生スパゲティ、生マカロニペンネ、生ほうれん草タリアテレ、生タリアテレ→10％引

鶏骨付きモモ

ほうき
ね牛の日

鶏骨付きモモ、丸鶏

丸鶏

【年末年始パーティフェア】松本平ﾌﾞﾗｯｸｲｰﾝ、ダン、ビオゼロ（ビアンコ・ロッソ）、無添加赤ワイン、エチゴビールなど→5％引

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

開拓牛ロースト
ビーフ肉

練り物の日

練り物の日

練り物の日

練り物の日

練り物の日

16(金)・17(土)旬の魚サバ・金目鯛・真鯛

ほうきね牛

正月用品受け渡し デポー前 午前11時～午後5時
12月30日のみ 午前11時～午後4時まで

＼お買い忘れはありませんか？／

【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、ビオゼロ（ビアンコ・ロッソ）→5％引
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→5％引

ほうきね牛

日曜
オープン
ポイント

2倍

鶏肉量り売り

クリスマス用品受け渡し
デポー前 午前11時～午後5時

ミニ惣菜まつり

展示会：ブティックHARA（婦人服）

12月31日(土)～1月5日(木)閉所

キッチンこらふ
のおせち

年末お寿司受渡し
11時~12時

デポー前の道路は「駐車禁止」です
お車で来所される方は駐車場をご利用下さい

豚ブロック肉の日

大丸デポー
公式LINE



２０２２年１２月🎅　キッチンこらふメニュー

　　キッチンこらふ　 （９４１）３１０１

　　大丸デポー　　 　（９４１）５６３１

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

チキンかつ丼 オムハヤシ パッタイ

きのこクリームコロッケ ポテトコロッケ レバーカレー揚げ

きのこの白和え ミルフィーユ味噌カツ 鶏のマーマレード焼き

こらふのインスタグラム 肉みそ豆腐 蓮根の肉はさみあんかけ 海老焼売

ほぼ毎日更新しています 切り干し大根胡麻酢和え白玉あずき 高野の射込み

見てくださいね！！ おはぎ ポテマカサラダ 田舎煮 　

5 6 7 8 9 10

ツナの押し寿司 親子丼 助六寿司 のり弁 味噌カツ巻き寿司 根菜おこわ

サーモンクリームコロッケ肉じゃがコロッケ チキンクリームコロッケ ポテトコロッケ カレーコロッケ 野菜の南蛮漬け

しっとりチキンかつ ごま味噌串カツ きんぴらメンチ（２個入） 肉みそ豆腐 アジアンクリスピーチキンレバーカレー揚げ

ミートボール ひじきの五目煮 さつまいもと蓮根の甘辛 きのこバーグ 豆腐と車麩の南蛮漬け 鮭のﾗﾋﾞｺﾞｯﾄソース

大根棒餃子 鶏の変わり揚げ 揚げ出し豆腐のパリパリ 五目きんぴら 小豆とさつまいものサラダwith鶏ハムビッグチキンカツ

切干大根ピりコリサラダ レンコンサラダ 切干切昆布煮 ポテマカサラダ レンコン餃子 きのこの白和え

12 13 14 15 16 17

ツナのしぐれ巻き ツナの押し寿司 オムハヤシ 塩レモン鶏太巻き 中華おこわ

かぼちゃクリームコロッケポテトコロッケ コーンクリームコロッケ 黒ゴマコロッケ ミルフィーユ味噌カツ

ミニまつり 信田巻き 串揚げ（椎茸玉ねぎ豚ヒレ）チキンガーリックフライ ごま味噌串かつ レバーカレー揚げ

鮭の塩レモン風味 手羽先のさっぱり煮 高野の甘酢あん つくね 鯖のアラビアータ

切干切昆布煮 カラフル揚げ出し豆腐 田舎煮 ひじきの黄金煮 オランダ高野の炊き合わせ

F・マカロニサラダ ポテトサラダ あずきんちゃん 切干大根胡麻酢和え ポテトサラダ

19 20 21 22 23 24

筑前ちらし のり弁 三元豚かつ丼 チキン味噌カツ丼 オムハヤシ ミニ丼（味噌カツ）

チキンクリームコロッケ 肉じゃがコロッケ かぼちゃクリームコロッケ鮭クリームコロッケ ポテトコロッケ ミニﾎﾟﾃｺﾛ

クリスピーチキン 塩唐揚げ ヘルシーメンチ 胡麻マヨチキンカツ 唐揚げカレー味 串揚げ（椎茸玉ねぎ豚ヒレ

鮭のラビコットソース 月見つくね ささみカツ梅味噌がけ 鶏ごぼうこんにゃく 信田巻き サラダ風生春巻き

鶏の大根おろし煮 五目きんぴら ニョッキアラビアータ しそつくね 切干大根ひじき煮 鯖のアラビアータ

四川風白菜漬け ビーンズサラダ 炊き合わせ キャロットラペ ごま胡麻ポテトサラダ 海老クリームコロッケ

26 27 28 29 30 31

鶏そぼろ丼 とんかつ巻きずし 栗入り赤飯 サラダ太巻き 助六寿司

ポテトコロッケ カレーコロッケ チキンクリームコロッケ ポテトコロッケ ポテトコロッケ こらふ特製おせち

鮭の大葉フライ しっとりチキンかつ オランダ高野の炊き合わせレンコン餃子 塩麴クリスピーチキン お引渡し日です

鶏の変わり揚げ マーボー春雨 鶏の胡麻衣焼き 胡麻みそ串カツ つくね 午前１１時～１２時

高野の友禅炊き 筑前煮 卯の花 切り干し大根煮 筑前煮大

切り干し大根胡麻酢和え ゴマじゃこサラダ ポテトサラダ 鯖のアラビアータ 平牧三元豚ヒレカツ

☆お集まりのお弁当やオードブルのご予約も承っております。 ○　メニューは仕入れの都合で変更させていただくことがあります

　一週間前までにご予約ください。 ○　土曜日は太巻き、いなり、助六寿司、かき揚げもご用意しております

　 ○　おかずセットは毎日あります

☆惣菜調理ワーカーズ大募集中です！！ 〇　コロッケ・メンチは２個セットです

　お気軽にお問い合わせください。お待ちしております♡

２０２３年も、皆様に楽しみにしていただけるよう、ワーカーズ一同努力してまいります。よい新年をお迎えください。


