
※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。

9/12（月）

〜9/18（日）

8/29（月）
〜 9/25（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。

9/19（月）
〜9/25（日）

8/29（月）

〜9/4（日）
商品がふえました！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
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」でお買上いただけます。

くらし応援！くらし応援！ 商品が
ふえました！

9/5（月）
〜9/11（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 358円（税込387円）

山太山太
塩さば切身塩さば切身
2切入2切入

298298円円
  税込  税込

（（322322円円））

非提示価格 458円（税込495円）

3切入3切入

398398円円
  税込  税込

（（430430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

358358円円
  税込  税込

（（各各387387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
200g200g
白あえベース白あえベース
180g180g

各165165円円
  税込  税込

（（各各179179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
・はちみつ入り・はちみつ入り
各110g各110g

328328円円
  税込  税込

（（各各355355円円））

非提示価格 各178円（税込各193円）

ソースとんかつソースとんかつ
ミニ春巻ミニ春巻（自然解凍）（自然解凍）
鶏つくね串鶏つくね串
国産若鶏のやわらかからあげ国産若鶏のやわらかからあげ
北海道ポテトのお星さま北海道ポテトのお星さま

 各1袋 各1袋

138138円円
  税込  税込

（（各各150150円円））

非提示価格 198円（税込214円）

焼おにぎり焼おにぎり（塩分25％カット）（塩分25％カット）  
6個入6個入

158158円円
  税込  税込

（（171171円円））

非提示価格 各285円（税込各308円）

大きな焼おにぎり大きな焼おにぎり  6個入6個入

焼おにぎり焼おにぎり  10個入10個入

各218218円円
  税込  税込

（（各各236236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
各1000ml各1000ml

128128円円
  税込  税込

（（各各139139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 428円（税込463円）

一番搾り 一番搾り 
キャノーラ油 キャノーラ油 
紙パック紙パック
700g700g

318318円円
  税込  税込

（（344344円円））
非提示価格 各120円（税込各130円）

コープヌードル コープヌードル 
・しょうゆ・しょうゆ
・シーフード・シーフード
・カレー・カレー
各1個各1個

9898円円
  税込  税込

（（各各106106円円））

非提示価格 各380円（税込各411円）

アーモンドグラノーラアーモンドグラノーラ  280g280g
オーツ麦たっぷりフルーツグラノーラオーツ麦たっぷりフルーツグラノーラ  
380g380g

各298298円円
  税込  税込

（（各各322322円円））

非提示価格 740円（税込800円）

オーツ麦たっぷりフルーツオーツ麦たっぷりフルーツ
グラノーラビッグパックグラノーラビッグパック  800g800g

580580円円
  税込  税込

（（627627円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

澄ましバターと国産小麦のシュガーラスク澄ましバターと国産小麦のシュガーラスク2枚×42枚×4
バターが薫る国産小麦のラングロールバターが薫る国産小麦のラングロール8本入8本入
アーモンドリーフアーモンドリーフ8枚入8枚入
アーモンドリーフ エスプレッソ仕立てアーモンドリーフ エスプレッソ仕立て8枚入8枚入

各248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））

非提示価格 各680円（税込各748円）

スキンローションスキンローション
高保湿高保湿
スキンローションスキンローション
高保湿 高保湿 
デザインボトルデザインボトル
各150ml各150ml

580580円円 500500円円
  税込  税込

（（各各638638円円））
  税込  税込

（（各各550550円円））
非提示価格 各580円（税込各638円）

スキンローションスキンローション
・・しっとりしっとり・・さっぱりさっぱり
スキンローションスキンローション
デザインボトルデザインボトル
・・しっとりしっとり・・さっぱりさっぱり
各各150ml150ml

●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。

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 各438円（税込各474円）

えびたっぷりシーフードミックスえびたっぷりシーフードミックス
 180g 180g

むきえびむきえび
 170g 170g

各398398円円
  税込  税込

（（各各430430円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

ふっくらしらす干しふっくらしらす干し
ふっくらしらす干し（減塩）ふっくらしらす干し（減塩）
しっとり釜あげしらすしっとり釜あげしらす
各25g×2各25g×2

258258円円
  税込  税込

（（各各279279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 218円（税込236円）

非提示価格 各198円（税込各214円）

そのままでおいしい太ちくわそのままでおいしい太ちくわ
150g150g

やさいあげやさいあげ
さつまあげさつまあげ
各4枚入各4枚入

各158158円円
  税込  税込

（（各各171171円円））

非提示価格 158円（税込171円）

非提示価格 各148円（税込各160円）

やさいやさい豆 豆 175g175g

こんぶこんぶ豆豆  162g162g
きんとき豆きんとき豆  130g130g

各118118円円
  税込  税込

（（各各128128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）
信濃雪信濃雪
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 328円（税込355円）

非提示価格 378円（税込409円）

枝豆がんも枝豆がんも
  8個入8個入

やわらかぎんなんがんもやわらかぎんなんがんも
  8個入8個入

各228228円円
  税込  税込

（（各各247247円円））

非提示価格 348円（税込376円）

プリッとしたえびシューマイプリッとしたえびシューマイ
  18個入18個入

268268円円
  税込  税込

（（290290円円））

非提示価格 398円（税込430円）

鹿児島県産黒豚の焼売鹿児島県産黒豚の焼売
  6個入6個入

318318円円
  税込  税込

（（344344円円））

非提示価格 265円（税込287円）

＜長崎風＞＜長崎風＞ちゃんぽんちゃんぽん
  1食1食

208208円円
  税込  税込

（（225225円円））

非提示価格 348円（税込376円）

海鮮ちゃんぽん海老と帆立入り海鮮ちゃんぽん海老と帆立入り
1食1食

278278円円
  税込  税込

（（301301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）

毎日新鮮毎日新鮮
ロースハムロースハム
40g×440g×4

278円
  税込

（301円）
非提示価格 298円（税込322円）

毎日新鮮毎日新鮮
ハーフベーコンハーフベーコン
40g×440g×4

278278円円
  税込  税込

（（301301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 各188円（税込各204円）

明治明治
ブルガリアヨーグルトブルガリアヨーグルト
・ブルーベリー＆4種のベリー・ブルーベリー＆4種のベリー
・しゃきしゃきアロエ・しゃきしゃきアロエ
各75g×4各75g×4

138138円円
  税込  税込

（（各各150150円円））

たっぷり使えるたっぷり使える
・スライスチーズ・スライスチーズ
・・とろけるスライスチーズとろけるスライスチーズ
各14枚入各14枚入

258258円円
  税込  税込

（（各各279279円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

とろけるスライスチーズとろけるスライスチーズ
スライスチーズスライスチーズ
各7枚入各7枚入

178178円円
  税込  税込

（（各各193193円円））
非提示価格 各198円（税込各214円）

非提示価格 298円（税込322円）

三重県産焼のり三重県産焼のり
全形10枚入全形10枚入

258258円円
   税込 税込

（（279279円円））

非提示価格 428円（税込463円）

有明産焼のり有明産焼のり  
おにぎり・おもち用おにぎり・おもち用
3切れ40枚3切れ40枚

348348円円
  税込  税込

（（376376円円））
非提示価格 各348円（税込各376円）

酸辣湯酸辣湯
沖縄県産もずくスープ沖縄県産もずくスープ
各5食入各5食入

278278円円
  税込  税込

（（各各301301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 各298円（税込各322円）

厚切りバウムクーヘン厚切りバウムクーヘン
厚切りバナナバウム厚切りバナナバウム
各9個入各9個入

258258円円
  税込  税込

（（各各279279円円））
非提示価格 各280円（税込各303円）

ぽりぽり小魚ぽりぽり小魚
ナッツ＆セサミナッツ＆セサミ
じゃり豆じゃり豆（ひまわり・かぼちゃ・アーモンド）（ひまわり・かぼちゃ・アーモンド）
各1袋各1袋

248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））
非提示価格 各198円（税込各214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 各680円（税込各748円） 非提示価格 各580円（税込各638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。

スキンローションスキンローション
高保湿高保湿
スキンローションスキンローション
高保湿 高保湿 
デザインボトルデザインボトル
各150ml各150ml

580580円円
  税込  税込

（（各各638638円円））

スキンローションスキンローション
・・しっとりしっとり・・さっぱりさっぱり
スキンローションスキンローション
デザインボトルデザインボトル
・・しっとりしっとり・・さっぱりさっぱり
各各150ml150ml

非提示価格 478円（税込526円）

台所用台所用
せっけん洗剤せっけん洗剤
詰替用 詰替用 CBXCBX
1500ml1500ml

398398円円
  税込  税込

（（438438円円））500500円円
    税込税込

（（各各550550円円））

非提示価格 458円（税込495円）

非提示価格 428円（税込463円）
炊くだけおこわ 栗おこわ炊くだけおこわ 栗おこわ
2合用2合用

炊くだけおこわ炊くだけおこわ  赤飯赤飯
2合用2合用

非提示価格 580円（税込627円）

スルッとお手軽 スルッとお手軽 
ブラックタイガーブラックタイガー

 8尾 8尾

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 218円（税込236円）

焼そば焼そば
3食入3食入

178178円円
  税込  税込

（（193193円円））

非提示価格 各218円（税込各236円）

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 218円（税込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

178178円円
  税込  税込

（（193193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 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 498円（税込538円）

ニッポンハムニッポンハム
シャウエッセンシャウエッセン
127g×2127g×2

398398円円
  税込  税込

（（430430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 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 398円（税込430円）

下津醤油下津醤油
産地指定大豆使用 丸大豆しょうゆ産地指定大豆使用 丸大豆しょうゆ
1000ml1000ml

328328円円
  税込  税込

（（355355円円））

非提示価格 528円（税込571円）

のだみそのだみそ
東海地域産大豆使用 豆みそ東海地域産大豆使用 豆みそ
750g750g

448448円円
  税込  税込

（（484484円円））
非提示価格 398円（税込430円）

鮭荒ほぐし鮭荒ほぐし
北海道産秋鮭使用北海道産秋鮭使用
50g×250g×2

328328円円
  税込  税込

（（355355円円））

非提示価格 各298円（税込各322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 各598円（税込各658円）

セフターエナジーセフターエナジー
・抗菌・防臭 詰替用・抗菌・防臭 詰替用
・強力洗浄 詰替・強力洗浄 詰替用用
各1000g各1000g

498498円円
  税込  税込

（（各各548548円円））
非提示価格 638円（税込702円）

液体せっけん 液体せっけん 
おおぞら詰替用おおぞら詰替用
1500ml1500ml

548548円円
  税込  税込

（（603603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。

   税込 税込

（（各各355355円円））各328328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））

野菜がおいしいおみそ汁野菜がおいしいおみそ汁
なすがおいしいおみそ汁なすがおいしいおみそ汁
アマノフーズアマノフーズ
いつものおみそ汁いつものおみそ汁
・なす ・長ねぎ・なす ・長ねぎ

非提示価格 各88円（税込各96円）

各1食各1食 7878円円
  税込  税込

（（各各8585円円））
非提示価格 264円（税込286円）

よりどりよりどり
3食3食 198198円円

  税込  税込

（（214214円円））

非提示価格 698円（税込754円）

魚彦魚彦
マグロマグロ
たたき身たたき身
150g150g

658658円円
  税込  税込

（（711711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 118円（税込128円）

非提示価格 108円（税込117円）

国産ひきわり納豆国産ひきわり納豆
40g×340g×3

国産納豆中粒国産納豆中粒
40g×340g×3

各8888円円
  税込  税込

（（各各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本入10本入
ちくわちくわ
4本入4本入

各7878円円
  税込  税込

（（各各8585円円））
非提示価格 各158円（税込各171円）

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 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 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）

非提示価格 各298円（税込各322円）
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

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

各228228円円
  税込  税込

（（各各247247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 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 各328円（税込各355円）

あらびき牛肉を使ったあらびき牛肉を使った
ハンバーグハンバーグ
・和風オニオンソース・和風オニオンソース
・デミグラスソース・デミグラスソース
各150g各150g

298298円円
  税込  税込

（（各各322322円円））

非提示価格 398円（税込430円）

ミックスチーズミックスチーズ
180g180g

348348円円
  税込  税込

（（376376円円））
非提示価格 528円（税込571円）

とろけるゴーダとろけるゴーダ
シュレッドチーズシュレッドチーズ
350g350g

488488円円
  税込  税込

（（528528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 398円（税込430円）

非提示価格 335円（税込362円）

五目おこわ五目おこわ
160g×3160g×3

おいしい赤飯おいしい赤飯
160g×3160g×3

各298298円円
  税込  税込

（（各各322322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75円（税込各81円） 非提示価格 1800円（税込1944円）

緑茶緑茶
525ml525ml
さわやかブレンド茶さわやかブレンド茶
600ml600ml

各1本各1本 1ケース（24本入）1ケース（24本入）

各5858円円 1,3801,380円円
  税込  税込

（（各各6363円円））
  税込  税込

（（1,4911,491円円））

非提示価格 298円（税込322円）

非提示価格 284円（税込307円）

ごまごまおこしごまごまおこし
（国産いりこ入り）（国産いりこ入り）
1袋1袋

きらず揚げきらず揚げ
1袋1袋

各258258円円
  税込  税込

（（各各279279円円）） 非提示価格 各145円（税込各157円）

ノースカラーズノースカラーズ
純国産 純国産 
ポテトチップス ポテトチップス 
・うすしお・うすしお
・のり塩・のり塩
各1袋各1袋

118118円円
  税込  税込

（（各各128128円円））

非提示価格 各275円（税込各297円）

ミニカルパスミニカルパス
コクのあるチーズたらコクのあるチーズたら
各1袋各1袋
248248円円

  税込  税込

（（各各268268円円））

非提示価格 398円（税込430円）

たっぷり皮付さきいかたっぷり皮付さきいか
≪チャックシール付≫≪チャックシール付≫
1袋1袋
358358円円

  税込  税込

（（387387円円））

非提示価格 各598円（税込各658円）

セフターエナジーセフターエナジー
・・抗菌・防臭 詰替用抗菌・防臭 詰替用
・強力洗浄 詰替用・強力洗浄 詰替用
各1000g各1000g

498498円円
  税込  税込

（（各各548548円円））
非提示価格 638円（税込702円）

液体せっけん 液体せっけん 
おおぞら詰替用おおぞら詰替用
1500ml1500ml

548548円円
  税込  税込

（（603603円円））
非提示価格 318円（税込350円）

くっつかないホイルくっつかないホイル
25cm×10m25cm×10m

238238円円
  税込  税込

（（262262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。

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

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  


