
※広告の商品は豊富に取りそろえておりますが、万一品切れの節はご容赦ください。 ※コープ商品は新デザインへの切り替え中のためチラシの画像とパッケージが異なる場合がございます。    店舗により取り扱いをしていない商品もございます。

7/25（月）
〜 8/28（日）

2022 年

表示価格は本体価格と税込価格を併記しています。

商品がふえました！商品がふえました！

下記の商品は、組合員証カードをレジにて
ご提示いただくと「お値打ち価格」でお買上げいただけます。

くらし応援！くらし応援！
商品が

ふえました！
●組合員証カードの提示がない場合「非提示価格」
　での精算となります。ご了承のほどお願いいたします。
●店舗により取り扱いをしていない商品もございます。

ご注意

8/15（月）

〜8/21（日）

8/1（月）

〜8/7（日）

8/8（月）
〜8/14（日）

7/25（月）

〜7/31（日）

8/22（月）
〜8/28（日）

アカシアアカシア
はちみつはちみつ
・500g・500g

非提示価格 628円（税込679円）

  税込  税込

（（538538円円））498498円円

・1kg・1kg

非提示価格 1,180円（税込1,275円）

  税込  税込

（（1,0591,059円円））980980円円

カナダ産カナダ産
はちみつはちみつ
400g400g

非提示価格 798円（税込862円）

  税込  税込

（（700700円円））648648円円

非提示価格 228円（税込247円）

三陸産三陸産
細切りめかぶ細切りめかぶ

（たれ付き）（たれ付き）
40g×340g×3

198198円円
  税込  税込

（（214214円円））
非提示価格 298円（税込322円）

あじのあじの
南蛮漬南蛮漬
1パック1パック

268268円円
  税込  税込

（（290290円円））

非提示価格 各338円（税込各366円）

ホソヤコーポレーションホソヤコーポレーション
昭和生まれの昭和生まれの
・贅沢餃子・贅沢餃子
・贅沢焼売・贅沢焼売
各1パック各1パック

258258円円
  税込  税込

（（各各279279円円））
非提示価格 各198円（税込各214円）

堂本食品堂本食品
春雨サラダベース春雨サラダベース
白あえベース白あえベース
各1袋各1袋

165165円円
  税込  税込

（（各各179179円円））

非提示価格 198円（税込214円）

讃岐うどん 讃岐うどん 3食入3食入

148148円円
  税込  税込

（（160160円円））

非提示価格 各288円（税込各312円）

讃岐うどん讃岐うどん
讃岐細うどん 讃岐細うどん 

各5食入各5食入

218218円円
  税込  税込

（（各各236236円円））
非提示価格 638円（税込690円）

たこ焼たこ焼
 50個入 50個入

478478円円
  税込  税込

（（517517円円））

非提示価格 380円（税込411円）

信州ハム信州ハム
ロースハムロースハム
積み重ね積み重ね
250g250g

345345円円
  税込  税込

（（373373円円））
非提示価格 299円（税込323円）

信州ハム信州ハム
グリーンマークグリーンマーク
あらびきウインナーあらびきウインナー
70g×270g×2

275275円円
  税込  税込

（（297297円円））

非提示価格 各158円（税込各171円）

アップルジュースアップルジュース
オレンジジュースオレンジジュース
グレープジュースグレープジュース
各1000ml各1000ml

128128円円
  税込  税込

（（各各139139円円））
非提示価格 各98円（税込各106円）

ベビーチーズベビーチーズ
アーモンド入りベビーチーズアーモンド入りベビーチーズ
カマンベール入りベビーチーズカマンベール入りベビーチーズ
各4個（60g）各4個（60g）

7878円円
  税込  税込

（（各各8585円円））

非提示価格 265円（税込287円）

たまごスープたまごスープ
5食入5食入

198198円円
  税込  税込

（（214214円円））

非提示価格 498円（税込538円）

10食入10食入

380380円円
  税込  税込

（（411411円円））
非提示価格 198円（税込214円）

非提示価格 218円（税込236円）

つゆの素3倍濃縮つゆの素3倍濃縮
1000ml1000ml

かつお風味つゆ2倍濃縮かつお風味つゆ2倍濃縮
500ml500ml

各168168円円
  税込  税込

（（各各182182円円））

非提示価格 各280円（税込各303円）

北海道の黒豆しぼり北海道の黒豆しぼり
和菓子バラエティーパック和菓子バラエティーパック
各1袋各1袋

248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））
非提示価格 各178円（税込各193円）

九州の薄切り胡麻芋けんぴ九州の薄切り胡麻芋けんぴ
九州の芋けんぴ九州の芋けんぴ
ほんのり塩味九州の塩けんぴほんのり塩味九州の塩けんぴ
各150g各150g
148148円円

  税込  税込

（（各各160160円円））

非提示価格 438円（税込482円）

グリーンキーパーグリーンキーパー
コンパクトコンパクト
180組×6180組×6

398398円円
  税込  税込

（（438438円円））

非提示価格 388円（税込427円）

ハーブリーフ シトラスの香りハーブリーフ シトラスの香り
30m×1230m×12

328328円円
  税込  税込

（（361361円円））

非提示価格 160円（税込176円）

キッチンタオルキッチンタオル  2ロール入2ロール入

105105円円
  税込  税込

（（116116円円））

●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

非提示価格 各88円（税込各96円）

各1本各1本

各7878円円

    税込  税込

（（各各8585円円））
非提示価格 各2,112円（税込各2,281円）

各1ケース（24本入）各1ケース（24本入）

各1,6801,680円円

    税込  税込

（（各各1,8151,815円円））

非提示価格 398円（税込430円）

北海道漁連北海道漁連
野付産焼きほぐし野付産焼きほぐし
秋鮭フレーク秋鮭フレーク
55g×255g×2

368368円円
  税込  税込

（（398398円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

マリンフーズマリンフーズ
スモークサーモンスライススモークサーモンスライス
炙りサーモンスライス炙りサーモンスライス
各1パック各1パック

268268円円
  税込  税込

（（各各290290円円））

非提示価格 198円（税込214円）
冷やし冷やし生生中華ごまだれ 中華ごまだれ 2人前2人前

非提示価格 188円（税込204円）
冷やし生中華しょうゆ 冷やし生中華しょうゆ 2人前2人前

非提示価格 208円（税込225円）

生ざるうどん 生ざるうどん 2人前2人前

各158158円円
  税込  税込

（（各各171171円円））

非提示価格 298円（税込322円）

やまじょうやまじょう
昆布割昆布割
半割半割

258258円円
  税込  税込

（（279279円円））

非提示価格 198円（税込214円）

水・油いらずパリッと水・油いらずパリッと
羽根つきの餃子羽根つきの餃子

12個入12個入

158158円円
  税込  税込

（（171171円円））

非提示価格 380円（税込411円）

24個入24個入

308308円円
  税込  税込

（（333333円円））
非提示価格 各198円（税込各214円）

スパゲッティ各種スパゲッティ各種
 各1食 各1食

148148円円
  税込  税込

（（各各160160円円））

非提示価格 各248円（税込各268円）

国産若鶏の国産若鶏の
サラダチキンサラダチキン
・プレーン ・プレーン 
・バジル・バジル
・レモンペッパー・レモンペッパー
・スモーク・スモーク
各100g各100g

218218円円
  税込  税込

（（各各236236円円））
非提示価格 380円（税込411円）

米久米久
ベーコンブロックベーコンブロック
211g211g

345345円円
  税込  税込

（（373373円円））

非提示価格 158円（税込171円）

明治明治
ブルガリアブルガリア
ヨーグルトヨーグルト
400g400g

138138円円
  税込  税込

（（150150円円））
非提示価格 各103円（税込各112円）

アイスコーヒーアイスコーヒー
・甘さひかえめ・甘さひかえめ
・無糖・無糖
各1000ml各1000ml

8888円円
  税込  税込

（（各各9696円円））

非提示価格 各118円（税込各128円） 非提示価格 236円（税込255円）

国産具材のビーフカレー国産具材のビーフカレー
・甘口・中辛 ・甘口・中辛 
キーマカレーキーマカレー

各1食各1食 よりどり2食よりどり2食

9898円円 180180円円
  税込  税込

（（各各106106円円））
  税込  税込

（（195195円円））
非提示価格 328円（税込355円）

きび砂糖きび砂糖
750g750g

268268円円
  税込  税込

（（290290円円））

非提示価格 各298円（税込各322円）

大山乳業の特選牛乳大山乳業の特選牛乳
・ベルギーワッフル・ベルギーワッフル
・ドーナツ・ドーナツ
各1袋各1袋
258258円円

  税込  税込

（（各各279279円円））
非提示価格 各358円（税込各387円）

かき氷練乳かき氷練乳
・宇治金時 ・宇治金時 
・あずき・あずき
各150ml×4各150ml×4

298298円円
  税込  税込

（（各各322322円円））

非提示価格 198円（税込218円）

キッチン用ポリ袋箱入キッチン用ポリ袋箱入
150枚入150枚入

158158円円
  税込  税込

（（174174円円））

非提示価格 338円（税込372円）

油の吸収パッド油の吸収パッド
36個入36個入

278278円円
  税込  税込

（（306306円円））
非提示価格 各188円（税込各207円）

再生原料使用再生原料使用
水切りゴミ袋水切りゴミ袋  
・三角コーナー用 ・三角コーナー用 
・排水口用・排水口用
各30枚入各30枚入

138138円円
  税込  税込

（（各各152152円円））

●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

ただの炭酸水 ただの炭酸水 
ただの炭酸水 レモン風味 ただの炭酸水 レモン風味 
各500ml各500ml
強炭酸水 強炭酸水 490ml490ml

168168円円
  税込  税込

（（182182円円））

大豆ドライパック大豆ドライパック
ミックスビーンズミックスビーンズ
ドライパックドライパック
各1缶各1缶

非提示価格 各138円（税込各150円）

  税込  税込

（（各各117117円円））108108円円

ひじきひじき
ドライパックドライパック
1缶1缶

非提示価格 208円（税込225円）

  税込  税込

（（171171円円））158158円円

非提示価格 588円（税込636円）

魚彦魚彦
マグロたたき身マグロたたき身
150g150g

558558円円
  税込  税込

（（603603円円））
非提示価格 各398円（税込各430円）

ひとくちたらこひとくちたらこ
ひとくち辛子明太子ひとくち辛子明太子
各110g各110g

豊明店・上社店ではお取り扱いをしておりません豊明店・上社店ではお取り扱いをしておりません

358358円円
  税込  税込

（（各各387387円円））
非提示価格 各190円（税込各206円）

井ゲタ竹内井ゲタ竹内
恩納村の太もずく 恩納村の太もずく 
・三杯酢・三杯酢
・純玄米黒酢・純玄米黒酢
・シークヮーサー・シークヮーサー
各60g×3各60g×3

158158円円
  税込  税込

（（各各171171円円））

非提示価格 各380円（税込各411円）

紀州南高梅紀州南高梅
・しそ漬・しそ漬
・うす塩味・うす塩味
各110g各110g

328328円円
  税込  税込

（（各各355355円円））
非提示価格 158円（税込171円）

高章食品高章食品
天草100％使用 天草100％使用 
ところてんところてん
130g×2130g×2

128128円円
  税込  税込

（（139139円円））
非提示価格 各198円（税込各214円）

笹かまプレーン笹かまプレーン
しそ入り笹かましそ入り笹かま
各5枚入各5枚入

158158円円
  税込  税込

（（各各171171円円））

非提示価格 368円（税込398円）

神戸三田屋神戸三田屋
神戸三田屋ハンバーグ神戸三田屋ハンバーグ

（ソース付）（ソース付） 150g150g

288288円円
  税込  税込

（（312312円円））

非提示価格 488円（税込528円）

神戸三田屋ビーフカレー神戸三田屋ビーフカレー
（サイコロステーキ入）（サイコロステーキ入） 250g250g

388388円円
  税込  税込

（（420420円円））

非提示価格 398円（税込430円）

レンジでミックスピザレンジでミックスピザ（十勝産3種チーズ使用）（十勝産3種チーズ使用）
2枚入2枚入

348348円円
  税込  税込

（（376376円円））

非提示価格 550円（税込594円）

ナポリ風ピッツァマルゲリータナポリ風ピッツァマルゲリータ
2枚入2枚入

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 各285円（税込各308円）

北海道のそのまま枝豆北海道のそのまま枝豆
 250g 250g

北海道のつぶコーン北海道のつぶコーン
 300g 300g

各228228円円
   税込 税込

（（各各247247円円））

非提示価格 380円（税込411円）

あらびきあらびき
ウインナーウインナー
90g×290g×2

368368円円
   税込 税込

（（398398円円））
非提示価格 298円（税込322円）

毎日新鮮ロースハム毎日新鮮ロースハム
40g×440g×4

278278円円
  税込  税込

（（301301円円））
非提示価格 358円（税込387円）

薄衣の若鶏唐揚げ薄衣の若鶏唐揚げ
 250g 250g

328328円円
   税込 税込

（（355355円円））

非提示価格 各94円（税込各102円）

うれしいフルーツ うれしいフルーツ 
・みかんゼリー・みかんゼリー
・白桃ゼリー・白桃ゼリー
・ミックスゼリー・ミックスゼリー
各185g各185g

8080円円
  税込  税込

（（各各8787円円））
非提示価格 285円（税込308円）

日本ハム日本ハム
石窯工房 石窯工房 
マルゲリータピザマルゲリータピザ
1枚1枚

248248円円
  税込  税込

（（268268円円））
非提示価格 各230円（税込各249円）

198198円円
  税込  税込

（（各各214214円円））

非提示価格 208円（税込225円）

せいきょうせいきょう
だしパックだしパック
12gX1212gX12

178178円円
  税込  税込

（（193193円円））
非提示価格 各198円（税込各214円）

北海道産小麦使用北海道産小麦使用
・ひやむぎ・そうめん・うどん・ひやむぎ・そうめん・うどん
各500g各500g

168168円円
  税込  税込

（（各各182182円円））
非提示価格 238円（税込258円）

国産六条麦茶国産六条麦茶
ティーパックティーパック
8g×568g×56

168168円円
  税込  税込

（（182182円円））

非提示価格 498円（税込538円）

長崎カステラ長崎カステラ
国内麦粉使用国内麦粉使用
10切入10切入

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

やわらか剣先いかフライやわらか剣先いかフライ
国産いかでつくったやわらかいかフライ国産いかでつくったやわらかいかフライ
各1袋各1袋
258258円円

  税込  税込

（（各各279279円円））
非提示価格 188円（税込204円）

大山南麓の氷大山南麓の氷
1.1kg1.1kg

158158円円
  税込  税込

（（171171円円））

非提示価格 328円（税込361円）

ティッシュティッシュ
200組×5200組×5

278278円円
  税込  税込

（（306306円円））

●●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。 ●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

三河エリア限定

三河せいきょう牛乳三河せいきょう牛乳  
各1000ml各1000ml

尾張エリア限定

美濃せいきょう牛乳美濃せいきょう牛乳  

非提示価格 198円（税込218円）

キッチン用ポリ袋箱入キッチン用ポリ袋箱入
150枚入150枚入

158158円円
  税込  税込

（（174174円円））

非提示価格 338円（税込372円）

油の吸収パッド油の吸収パッド
36個入36個入

278278円円
  税込  税込

（（306306円円））
非提示価格 各188円（税込各207円）

再生原料使用再生原料使用
水切りゴミ袋 水切りゴミ袋 
・三角コーナー用 ・三角コーナー用 
・排水口用・排水口用
各30枚入各30枚入

138138円円
  税込  税込

（（各各152152円円））

エクストラバージンエクストラバージン
オリーブオイルオリーブオイル
・400g・400g

非提示価格 598円（税込646円）

  税込  税込

（（495495円円））458458円円

・910g・910g

非提示価格 980円（税込1,059円）

  税込  税込

（（951951円円））880880円円

非提示価格 1,280円（税込1,383円）

一色うなぎ一色うなぎ
鰻鰻まぶしセットまぶしセット

 50g×2 50g×2

1,1801,180円円
  税込  税込

（（1,2751,275円円））
非提示価格 各498円（税込各538円）

骨取りさばの骨取りさばの
・味噌煮・味噌煮
・みぞれ煮・みぞれ煮
・煮付け（しょうゆ）・煮付け（しょうゆ）

 各180g 各180g

448448円円
  税込  税込

（（各各484484円円））

非提示価格 138円（税込150円）

非提示価格 各132円（税込各143円）
信濃雪豆腐信濃雪豆腐
国産大豆100％にがり油あげ国産大豆100％にがり油あげ
5枚入5枚入

マルツネマルツネ
国産大豆生しぼり国産大豆生しぼり
・もめん豆腐 ・絹ごし豆腐・もめん豆腐 ・絹ごし豆腐
各400g各400g

各9898円円
  税込  税込

（（各各106106円円）） 非提示価格 各218円（税込各236円）

フィッシュソーセージフィッシュソーセージ
70g×470g×4
おさかなソーセージおさかなソーセージ
・小・小 8本入（160g）  8本入（160g） 
・大・大  3本入（195g）3本入（195g）

各178178円円
  税込  税込

（（各各193193円円））

非提示価格 398円（税込430円）

中華丼の具中華丼の具
2食入2食入

318318円円
  税込  税込

（（344344円円））

非提示価格 498円（税込538円）

ごま香る五目うま煮丼の具ごま香る五目うま煮丼の具
3食入3食入

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 428円（税込463円）

ふっくら卵のふっくら卵の
オムライスオムライス

 2食入 2食入

308308円円
  税込  税込

（（333333円円））

非提示価格 538円（税込582円）

ふっくらジューシーふっくらジューシー
生ハンバーグ生ハンバーグ

 400g 400g

498498円円
  税込  税込

（（538538円円））
非提示価格 358円（税込387円）

プリマハムプリマハム
香薫香薫
あらびきあらびき
ウィンナーウィンナー
180g180g

298298円円
  税込  税込

（（322322円円））

非提示価格 288円（税込312円）

ミックスチーズミックスチーズ
180g180g

248248円円
  税込  税込

（（268268円円））

非提示価格 398円（税込430円）

とろけるゴーダシュレッドチーズとろけるゴーダシュレッドチーズ
350g350g

368368円円
  税込  税込

（（398398円円））
非提示価格 190円（税込206円）

せいきょうミルクプリンせいきょうミルクプリン
100g×3100g×3

148148円円
  税込  税込

（（160160円円））

非提示価格 298円（税込322円）

炊きたての味炊きたての味
おいしいご飯おいしいご飯
200g×3200g×3

258258円円
  税込  税込

（（279279円円））

非提示価格 480円（税込519円）

200g×5200g×5

418418円円
  税込  税込

（（452452円円））
非提示価格 各265円（税込各287円）

花かつお花かつお
70g70g
かつお削りパックかつお削りパック
2.5g×162.5g×16

各198198円円
  税込  税込

（（各各214214円円））

非提示価格 各100円（税込各108円）

コープファミリーコープファミリー
菓子各種菓子各種
1袋1袋

8080円円
  税込  税込

（（各各8787円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

食塩不使用食塩不使用
・アーモンド・アーモンド
・アーモンドカシュー・アーモンドカシュー
・カシューナッツ・カシューナッツ
・ミックスナッツ・ミックスナッツ
・くるみ・くるみ
・マカデミアミックス・マカデミアミックス
各1袋各1袋
258258円円

  税込  税込

（（各各279279円円））

非提示価格 170円（税込187円）

クッキングシートMクッキングシートM
5m5m

128128円円
  税込  税込

（（141141円円））

非提示価格 189円（税込208円）

クッキングシートLクッキングシートL
5m5m

148148円円
  税込  税込

（（163163円円））

●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

●●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

非提示価格 358円（税込394円）

非提示価格 278円（税込306円）

    税込税込

（（295295円円））

電子レンジにも強いラップレギュラー電子レンジにも強いラップレギュラー
30cm×50m30cm×50m

268268円円

228228円円

電子レンジにも強いラップミニ電子レンジにも強いラップミニ
22cm×50m22cm×50m

  税込  税込

（（251251円円））

シーチキンシーチキン
マイルドマイルド
70g×370g×3

非提示価格 380円（税込411円）

  税込  税込

（（355355円円））
  税込  税込

（（355355円円））328328円円 328328円円

シーチキンシーチキン
LフレークLフレーク
70g×370g×3

非提示価格 408円（税込441円）

非提示価格 498円（税込538円）

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 各398円（税込各430円）

丸新水産丸新水産
塩紅鮭切身 塩紅鮭切身 
・甘口 ・辛口・甘口 ・辛口
各2切入各2切入

368368円円
  税込  税込

（（各各398398円円））
非提示価格 各458円（税込各495円）

マルヤ水産マルヤ水産
銘茶干し各種銘茶干し各種
各1パック各1パック

398398円円
  税込  税込

（（各各430430円円））

非提示価格 各158円（税込各171円）

おにぎり昆布おにぎり昆布
ごま昆布ごま昆布
しそ昆布しそ昆布
各1パック各1パック

138138円円
  税込  税込

（（各各150150円円））

非提示価格 108円（税込117円）

国産大豆中粒納豆国産大豆中粒納豆
40g×340g×3

8888円円
  税込  税込

（（9696円円））

非提示価格 118円（税込128円）

北海道産大豆ひきわり納豆北海道産大豆ひきわり納豆
40g×340g×3

8888円円
  税込  税込

（（9696円円））
非提示価格 各98円（税込各106円）

風味かまぼこ風味かまぼこ
10本（85g）10本（85g）
ちくわちくわ
4本（104g）4本（104g）

各7878円円
  税込  税込

（（各各8585円円））

非提示価格 298円（税込322円）
アボカド（スライス）アボカド（スライス）  1袋1袋

非提示価格 各328円（税込各355円）

4種のベリーミックス4種のベリーミックス
キウイの入った彩り果実のフルーツミックスキウイの入った彩り果実のフルーツミックス

各1袋各1袋

非提示価格 348円（税込376円）
ブルーベリー ブルーベリー 1袋1袋

各248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））

非提示価格 各298円（税込各322円）

非提示価格 各285円（税込各308円）
パラッと炒めた本格炒飯パラッと炒めた本格炒飯
えびピラフえびピラフ

各450g各450g

チキンライスチキンライス
鶏ごぼうごはん鶏ごぼうごはん

各450g各450g

各228228円円
  税込  税込

（（各各247247円円）） 非提示価格 380円（税込411円）

お好み焼きお好み焼き
（えび・いか）（えび・いか）

 2枚入 2枚入

288288円円
  税込  税込

（（312312円円））

非提示価格 298円（税込322円）

ロースハムロースハム
使い切り使い切り
36g×336g×3

278278円円
  税込  税込

（（301301円円））
非提示価格 298円（税込322円）

ハーフベーコンハーフベーコン
使い切り使い切り
36g×336g×3

278278円円
  税込  税込

（（301301円円））
非提示価格 各238円（税込各258円）

テリヤキミートボール≪Ca入り≫テリヤキミートボール≪Ca入り≫
国産鶏肉を使ったミートボール≪Ca入り≫国産鶏肉を使ったミートボール≪Ca入り≫
各85g×3各85g×3

198198円円
  税込  税込

（（各各214214円円））

非提示価格 198円（税込214円）

非提示価格 188円（税込204円）

せいきょうプレーンヨーグルトせいきょうプレーンヨーグルト
500g500g

信州甘さひかえめ信州甘さひかえめ
ヨーグルトヨーグルト
500g500g

158158円円
  税込  税込

（（171171円円）） 非提示価格 158円（税込171円）

カゴメカゴメ
野菜生活スムージー 野菜生活スムージー 
グリーンMixグリーンMix
330ml330ml

138138円円
  税込  税込

（（150150円円））
非提示価格 各94円（税込各102円）

モンテールモンテール
牛乳と卵の牛乳と卵の
・シュークリーム・シュークリーム
・カスタード＆ホイップシュー・カスタード＆ホイップシュー
各1個各1個

7878円円
  税込  税込

（（各各8585円円））

非提示価格 各328円（税込各355円）

直火焼カレー・ルー直火焼カレー・ルー
・りんご 甘口・りんご 甘口  ・中辛 ・辛口・中辛 ・辛口
各170g各170g

258258円円
    税込税込

（（各各279279円円））
非提示価格 380円（税込411円）

非提示価格 348円（税込376円）

ふんわりしたふんわりした
たまごのおみそ汁たまごのおみそ汁
5食入5食入

豚汁 豚汁 5食入5食入

各328328円円
  税込  税込

（（各各355355円円））

非提示価格 各198円（税込各214円）

非提示価格 178円（税込193円）

食塩無添加食塩無添加
・トマトジュース ・トマトジュース 
・濃いトマトジュース ・濃いトマトジュース 
・野菜ジュース ・野菜ジュース 
各900g各900g

野菜果実ジュース野菜果実ジュース
930g930g

各158158円円
  税込  税込

（（各各171171円円））

非提示価格 各348円（税込各376円）

フィッシュ＆ナッツフィッシュ＆ナッツ
フィッシュ＆焼きチーズ（アーモンド入）フィッシュ＆焼きチーズ（アーモンド入）
ミックスナッツ（ミニパック）ミックスナッツ（ミニパック）
各1袋各1袋

298298円円
  税込  税込

（（各各322322円円））
非提示価格 各318円（税込各344円）

アイスモナカ マルチパックアイスモナカ マルチパック
バニラシューアイスバニラシューアイス
各1袋各1袋

268268円円
  税込  税込

（（各各290290円円））
非提示価格 各185円（税込各200円）

ココナッツクッキーココナッツクッキー
素材を活かしたアーモンドクッキー素材を活かしたアーモンドクッキー
ピスタチオクッキーピスタチオクッキー
各1袋各1袋

158158円円
  税込  税込

（（各各171171円円））

非提示価格 248円（税込273円）

未晒し未晒し
キッチンペーパーキッチンペーパー
150組入150組入

178178円円
  税込  税込

（（196196円円））

非提示価格 170円（税込187円）

クッキングシートMクッキングシートM
5m5m

128128円円

非提示価格 189円（税込208円）

クッキングシートLクッキングシートL
5m5m

148148円円

●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

●●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。 ●●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。 ●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。●木曜日、冷凍食品2割引の除外商品です。

非提示価格 358円（税込394円）

非提示価格 278円（税込306円）

    税込税込

（（295295円円））

電子レンジにも強いラップレギュラー電子レンジにも強いラップレギュラー
30cm×50m30cm×50m

268268円円

228228円円

電子レンジにも強いラップミニ電子レンジにも強いラップミニ
22cm×50m22cm×50m

    税込税込

（（251251円円））

北島水産北島水産
大粒むきえび大粒むきえび

 170g 170g

  税込  税込

（（141141円円））

  税込  税込

（（163163円円））


