
熊本県阿蘇小国郷のジャージー牛乳を使用熊本県阿蘇小国郷のジャージー牛乳を使用し、し、
ババニラビーンズを加えたミルク感のあるなめらかなプリンです。ニラビーンズを加えたミルク感のあるなめらかなプリンです。

JAおきなわは、「あぐー」の商標権を取得し、JAおきなわ銘JAおきなわは、「あぐー」の商標権を取得し、JAおきなわ銘
柄豚推進協議会が策定した品質基準を充たした県産豚肉の柄豚推進協議会が策定した品質基準を充たした県産豚肉の
統一ブランド名として使用しています。適正に定められた品統一ブランド名として使用しています。適正に定められた品
質をクリアし認定された豚肉にのみ証明書が交付され、認定質をクリアし認定された豚肉にのみ証明書が交付され、認定
シールが添付されています。シールが添付されています。

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※お酒の販売は20歳以上の方に限らせていただきます。

※写真はイメージです※写真はイメージです

大高インター店・上社店限定惣菜コーナー

生クリーム入りで、クリーミーでボ
リューム感たっぷりのクリーム。

カナダ産メープルシロップを使
い、まろやかなふんわりした生地。

ほの苦さを抑え、甘さの中のほ
ろ苦さがほどよく合うソース。

熊本県阿蘇小国郷のジャー
ジー牛乳を使用し、バニラ
ビーンズを加えたミルク感の
あるなめらかなプリン。

カスタードクリーム

カラメルソース

どら皮

プリン

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです
※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

菊家菊家
・�ぷりんどら・�ぷりんどら
・�黒豆入り抹茶ぷりんどら・�黒豆入り抹茶ぷりんどら
 〈各1個〉 〈各1個〉

198198円円
（税込 各（税込 各214214円）円）

石村萬盛堂石村萬盛堂
小ぶり鶴乃子小ぶり鶴乃子
（袋）（袋）
〈6個入〉〈6個入〉500500円円

（税込 （税込 540540円）円）

九面屋九面屋
かるかん饅頭かるかん饅頭
（白）（白）〈3個入〉〈3個入〉

360360円円
（税込 （税込 389389円）円）

しんこうしんこう
どんど揚げどんど揚げ
九州醤油味九州醤油味

〈81g〉〈81g〉118118円円
（税込 （税込 128128円）円）

原料原産地：鹿児島県原料原産地：鹿児島県
無投薬うなぎ無投薬うなぎ
蒲焼き蒲焼き

〈1尾〈1尾〉〉

沖縄県産沖縄県産
生キハダマグロ生キハダマグロ
刺身用刺身用

〈100ｇあたり〈100ｇあたり〉〉11,,580580円円
（税込 （税込 11,,707707円）円）

458458円円
（税込 （税込 495495円）円）

大高インター店・日進店 限定

大和製菓大和製菓
かめせんかめせん

〈80g〉〈80g〉

118118円円
（税込 （税込 128128円）円）

木村木村
・�塩せん・�塩せん
・�えび塩せん・�えび塩せん
〈各40g〉〈各40g〉

竹下製菓竹下製菓
・�・�スペシャルブラックスペシャルブラック
�モンブラン�モンブラン
 〈125ml〉 〈125ml〉

・�・�スペシャルスペシャル
�ミルクック�ミルクック
��〈90ml〉〈90ml〉

各108108円円
（税込 各（税込 各117117円）円）

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです※写真はイメージです

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・純玄米黒酢・三杯酢・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〉

黒糖黒糖
ドーナツ棒ドーナツ棒

〈8本入〉〈8本入〉248248円円
（税込 （税込 268268円）円）

熊本県産熊本県産
ミニトマト�ミニトマト�

〈100gあたり〉〈100gあたり〉

宮崎県・鹿児島県産宮崎県・鹿児島県産
ゴーヤ�ゴーヤ�

〈１本〉〈１本〉6868円円
（税込 （税込 7474円）円）

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

沖縄県産黒糖使用。沖縄県産黒糖使用。

アサヒビールアサヒビール
オリオン オリオン 
78BEER78BEER

〈350ml〉〈350ml〉

280280円円
（税込 （税込 308308円）円）

アサヒビールアサヒビール
オリオン オリオン 
ザ・ドラフトザ・ドラフト

〈350ml×6〉〈350ml×6〉
1,1101,110円円

（税込 （税込 1,2211,221円）円）

宝酒造宝酒造
宮崎宮崎
完熟マンゴー完熟マンゴー

〈720ml〉〈720ml〉

1,1801,180円円
（税込 （税込 1,2981,298円）円）

大分県

熊本県

福岡県

福岡県

熊本県

宮崎県

佐賀県

宮崎県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

沖縄県産沖縄県産
美ら島あぐ～豚各種美ら島あぐ～豚各種

100gあたり714円

鹿児島県産鹿児島県産
薩摩の黒毛和牛焼肉用薩摩の黒毛和牛焼肉用

（モモまたはカタ）（モモまたはカタ）
〈140g〉〈140g〉

1,0001,000円円
（税込 （税込 1,0801,080円）円）

100gあたり625円

鹿児島県産鹿児島県産
薩摩の黒毛和牛切落し薩摩の黒毛和牛切落し

（モモまたはカタ）（モモまたはカタ）
〈160g〉〈160g〉

1,0001,000円円
（税込 （税込 1,0801,080円）円）

長崎県

長崎県

長崎県

白雪食品白雪食品
新和楼の新和楼の
長崎ちゃんぽん長崎ちゃんぽん

〈2食〉〈2食〉

348348円円
（税込 （税込 376376円）円）

サン食品サン食品
ソーキそばソーキそば

〈2人前〉〈2人前〉
850850円円

（税込 （税込 918918円）円）

沖縄ハム総合食品沖縄ハム総合食品
サーターアンダギーサーターアンダギー

（プレーン）（プレーン）
〈6個入〉〈6個入〉450450円円

（税込 （税込 486486円）円）

長寿庵長寿庵
熊本熊本
いきなり団子いきなり団子

〈2個入〉〈2個入〉
420420円円

（税込 （税込 454454円）円）

358358円円
（税込 （税込 387387円）円）

かじはらプリンかじはらプリン
かじはらプリンかじはらプリン

〈1個〉〈1個〉

南日本酪農協同株式会社南日本酪農協同株式会社
高千穂牧場高千穂牧場
のむヨーグルトのむヨーグルト

〈220ml〉〈220ml〉

148148円円
（税込 （税込 160160円）円）

南日本酪農協同株式会社南日本酪農協同株式会社
牧場の瓶牧場の瓶
ヨーグルトヨーグルト
プレーンプレーン

〈115g〉〈115g〉 165165円円
（税込 （税込 179179円）円）

ヤマザキパンヤマザキパン
南国白くま風南国白くま風
オムレットオムレット

〈1個〉〈1個〉
188188円円

（税込 （税込 204204円）円）

エン・ダイニングエン・ダイニング
本場長崎で本場長崎で
作った作った
皿うどん皿うどん

〈2食入〉〈2食入〉

498498円円
（税込 （税込 538538円）円）

与那覇食品与那覇食品
ソーキそばソーキそば

〈2食入〉〈2食入〉
658658円円

（税込 （税込 711711円）円）

沖縄ホーメル沖縄ホーメル
ポークランチョンポークランチョン
ミートミート

〈200g〉〈200g〉 498498円円
（税込 （税込 538538円）円）

沖縄ハム沖縄ハム
沖縄あぐー豚沖縄あぐー豚
カレーカレー

〈180g〉〈180g〉498498円円
（税込 （税込 538538円）円）

沖縄ハム沖縄ハム
らふてーカレーらふてーカレー

〈200g〉〈200g〉548548円円
（税込 （税込 592592円）円）

沖縄ハム沖縄ハム
じゅーしいの素じゅーしいの素

〈180g〉〈180g〉 458458円円
（税込 （税込 495495円）円）

アサヒ飲料アサヒ飲料
バヤリース バヤリース 
・石垣島パイン・石垣島パイン
・沖縄県産・沖縄県産
 シークワーサー シークワーサー
 〈各500ml〉 〈各500ml〉

178178円円
（税込 各（税込 各193193円）円）

庄屋庄屋
生協仕様 生協仕様 
・たらこ（切子込）・たらこ（切子込）
・辛子明太子（切子込）・辛子明太子（切子込）
〈各60g〉〈各60g〉

428428円円
（税込 各 （税込 各 463463円）円）

恩納村漁業協同組合恩納村漁業協同組合
美ら海育ち 美ら海育ち 
海ぶどう海ぶどう

〈40g〉〈40g〉

398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

恩納村漁業協同組合恩納村漁業協同組合
美ら海育ち 美ら海育ち 
アーサアーサ

〈23g〉〈23g〉

678678円円
（税込 （税込 733733円）円）

鹿児島さつまあげ 鹿児島さつまあげ 
五種詰合せ五種詰合せ

〈10個入〉〈10個入〉

368368円円
（税込 （税込 398398円）円）

焼きうどん焼きうどん
（小倉風ソース味）（小倉風ソース味）
〈1パック〉〈1パック〉

298298円円
（税込 （税込 322322円）円）

ご当地唐揚げご当地唐揚げ
（中津にんにく（中津にんにく
 醤油風） 醤油風）

〈100gあたり〉〈100gあたり〉

238238円円
（税込 （税込 258258円）円）

沖縄県産沖縄県産
紅芋コロッケ紅芋コロッケ

〈3個〉〈3個〉

298298円円
（税込 （税込 322322円）円）

158158円円
（税込 各（税込 各171171円）円）

組合員
価　格
一般価格 各190円（税込 各206円）

南海堂南海堂
げたんはげたんは

〈10枚入〉〈10枚入〉

288288円円
（税込 （税込 312312円）円）

9898円円
（税込 各 （税込 各 106106円）円）

珍品堂珍品堂
コーヒーに合うコーヒーに合う
ちんすこうちんすこう

〈30個入〉〈30個入〉

398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

※農・水産物は天候等により産地が変わることがありますのでご了承願います。※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。※このチラシの表示価格は、本体価格と税込価格を併記しています。※税込価格は参考価格です。 ※コープ商品は新デザインへの切り替え中の為、チラシの画像と商品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。

上　社　店
大高インター店 とよあけ店
日　進　店29日▼5月

広告商品の売り出し期間広告商品の売り出し期間

26日
日木



ホームページもご覧ください。
http://coopaichi.tcoop.or.jp/

大高インター店 とよあけ店

日進店 上社店

LINEで
友だちになろう！

お得な情報を
随時お伝え
いたします。
また、友だち限
定のプレゼント
もございます。
LINEの「友だち追加」
から二次元コードを
スキャンしてください。

大高インター店・上社店限定
惣菜コーナー

大高インター店・上社店限定
惣菜コーナー

大高インター店・上社店限定
惣菜コーナー

大高インター店・日進店限定 大高インター店・日進店限定 大高インター店・日進店限定

大高インター店・日進店限定

5月

29日
日

限り限り

5月

29日
日

限り限り

5月

28日
土

限り限り

5月

28日
土

限り限り

648648円円
（税込 （税込 700700円）円）

598598円円
（税込 （税込 646646円）円）

598598円円
（税込 （税込 646646円）円）

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

238238円円
（税込 （税込 258258円）円）

498498円円
（税込 （税込 538538円）円）

298298円円
（税込 （税込 322322円）円）

串揚げ串揚げ
盛り合わせ盛り合わせ

〈1パック〉〈1パック〉

穴キュー中巻穴キュー中巻
〈1パック〉〈1パック〉

人気9種の人気9種の
握り寿司握り寿司

〈1パック〉〈1パック〉

グリルビーフカットグリルビーフカット
ステーキ重ステーキ重

〈1パック〉〈1パック〉

天然・解凍天然・解凍
メバチマグロ刺身用メバチマグロ刺身用
切落し切落し

〈1パック〈1パック
（140ｇ）〉（140ｇ）〉

原料原産地：静岡県他・解凍原料原産地：静岡県他・解凍
カツオタタキカツオタタキ
刺身用刺身用

〈100ｇあたり〉〈100ｇあたり〉

原料原産地：岩手県産他原料原産地：岩手県産他
ボイル国産真タコボイル国産真タコ
刺身用刺身用

〈100ｇあたり〉〈100ｇあたり〉

宮城県産・宮城県産・養殖養殖
生銀鮭切身生銀鮭切身
（加熱用）（加熱用）
〈100ｇあたり〉〈100ｇあたり〉

5月

27日
金

限り限り

5月

27日
金

限り限り

5月

26 日木
限り限り

5月

26 日木
限り限り

ギトー食品ギトー食品
にがりあぶら揚げにがりあぶら揚げ

〈8枚入〉〈8枚入〉 7878円円
（税込 （税込 8585円）円）

パスコパスコ
・�超熟ロール・�超熟ロール
・�超熟ロール・�超熟ロール
　レーズン　レーズン

〈各6個入〉〈各6個入〉

フィリピン産フィリピン産
コープのコープの
フィリピンバナナフィリピンバナナ

〈１袋〉〈１袋〉

高知県産高知県産
にらにら

〈1袋〉〈1袋〉

愛知県・熊本県産愛知県・熊本県産
タカミタカミ
メロンメロン

〈１玉〉〈１玉〉

北海道・青森県産北海道・青森県産
長芋長芋

〈100gあたり〉〈100gあたり〉

ニュージーランド産ニュージーランド産
ゴールドキウイゴールドキウイ

〈１袋〉〈１袋〉

愛知県産愛知県産
ピーマンピーマン

〈１袋〉〈１袋〉

熊本県・愛知県産熊本県・愛知県産
すいかすいか

〈１/６カット〉〈１/６カット〉

長野県産長野県産
レタスレタス

〈１玉〉〈１玉〉

静岡県産静岡県産
薬味ねぎ薬味ねぎ

〈１袋〉〈１袋〉

鹿児島県・高知県産鹿児島県・高知県産
おくらおくら

〈１ネット〉〈１ネット〉

埼玉県産埼玉県産
黒舞茸黒舞茸

〈１パック〉〈１パック〉

岐阜県・茨城県産岐阜県・茨城県産
ほうれん草ほうれん草

〈１袋〉〈１袋〉

愛知県・群馬県産愛知県・群馬県産
きゅうりきゅうり

〈３本〉〈３本〉

徳島県・熊本県産徳島県・熊本県産
ブロッコリーブロッコリー

〈１株〉〈１株〉

長野県産長野県産
カットぶなしめじカットぶなしめじ

〈１袋〉〈１袋〉

熊本県産熊本県産
長なす長なす

〈２本〉〈２本〉

138138円円
（税込 各 （税込 各 150150円）円）

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

7878円円
（税込 （税込 8585円）円）

480480円円
（税込 （税込 519519円）円）

3838円円
（税込 （税込 4242円）円）

398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

480480円円
（税込 （税込 519519円）円）

128128円円
（税込 （税込 139139円）円）

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

158158円円
（税込 （税込 171171円）円）

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

128128円円
（税込 （税込 139139円）円）

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

158158円円
（税込 （税込 171171円）円）

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

七品目具材の
豆腐ハンバーグ

〈5個〉
280円

（税込 303円）

国産素材国産素材
北海道クリーム北海道クリーム
チーズチーズ

〈200g〉〈200g〉 398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

限定100袋
お1人様2袋限り

オタフクオタフク
お好み焼お好み焼
こだわりセットこだわりセット

〈4人前（240g）〉〈4人前（240g）〉

278278円円
（税込 （税込 301301円）円）

限定100本
お1人様1本限り

ヤマキヤマキ
めんつゆめんつゆ

〈500ml〉〈500ml〉

128128円円
（税込 （税込 139139円）円）

東京カリント東京カリント
野菜かりんとう野菜かりんとう
沖縄黒糖かりんとう沖縄黒糖かりんとう

〈各1袋〉〈各1袋〉 158158円円
（税込 （税込 各各171171円）円）

カバヤ食品カバヤ食品
・�塩分チャージ・�塩分チャージ
　タブレッツ　タブレッツ
・�塩分チャージ・�塩分チャージ
　タブレッツ塩レモン　タブレッツ塩レモン

〈各90g〉〈各90g〉
148148円円

（税込 各 （税込 各 160160円）円）

骨取り赤魚の骨取り赤魚の
・みぞれ煮・みぞれ煮
・・煮付け煮付け（しょうゆ）（しょうゆ）
凍〈各150g〉〈各150g〉

378378円円
（税込 各 （税込 各 409409円）円）

和風キムチ和風キムチ
〈370g〉〈370g〉

238238円円
（税込 （税込 258258円）円）

ギトー食品ギトー食品
なめらか絹なめらか絹

〈150g×3〉〈150g×3〉

7878円円
（税込 （税込 8585円）円）

森永乳業森永乳業
ビヒダスビヒダス
プレーンヨーグルトプレーンヨーグルト

〈400g〉〈400g〉128128円円
（税込 （税込 139139円）円）

限定100袋
お1人様1袋限り

伊藤園伊藤園
香り薫る香り薫る
むぎ茶むぎ茶
ティーバッグティーバッグ

〈7.5g×54〉〈7.5g×54〉

138138円円
（税込 （税込 150150円）円）

限定合わせて100袋
お1人様合わせて2袋限り

日清食品日清食品
・�焼きそば・�焼きそば
・�出前一丁・�出前一丁
・�・�チキンラーメンチキンラーメン
〈各5食入〉〈各5食入〉

298298円円
（税込 各 （税込 各 322322円）円）

限定合わせて100袋
お1人様合わせて2袋限り

カルビーカルビー
サッポロポテトサッポロポテト
・・つぶつぶベジタブルつぶつぶベジタブル
・バーベQあじ・バーベQあじ
〈各80g〉〈各80g〉

7878円円
（税込 各 （税込 各 8585円）円）

なとりなとり
徳用チータラ徳用チータラ

〈130g〉〈130g〉

258258円円
（税込 （税込 279279円）円）

国産国産
豚ミンチ豚ミンチ

〈100gあたり〉〈100gあたり〉

118118円円
（税込 （税込 128128円）円）

やまじょうやまじょう
昆布割昆布割

〈半割〉〈半割〉

238238円円
（税込 （税込 258258円）円）
紀文食品紀文食品
鯛入りちくわ鯛入りちくわ

〈150g〉〈150g〉

158158円円
（税込 （税込 171171円）円）

ヤマザキヤマザキ
ロイヤルブレッドロイヤルブレッド

〈5枚入・6枚入〉〈5枚入・6枚入〉

各128128円円
（税込 各 （税込 各 139139円）円）

玉家の串カツ
〈5本〉 380円

（税込 411円）

明治明治
明治�おいしい牛乳明治�おいしい牛乳

〈900ml〉〈900ml〉

208208円円
（税込 （税込 225225円）円）

限定100個
お1人様2個限り

浜乙女浜乙女
味のり味のり
てりやきてりやき

〈10切100枚〉〈10切100枚〉

358358円円
（税込 （税込 387387円）円）

限定合わせて100本
お1人様合わせて2本限り

イチビキイチビキ
国産しょうゆ国産しょうゆ
・無添加・減塩・無添加・減塩
〈各800ml〉〈各800ml〉

198198円円
（税込 各 （税込 各 214214円）円）

限定100袋
お1人様2袋限り

不二家不二家
カントリーマアムカントリーマアム
（バニラ＆ココア）（バニラ＆ココア）
〈20枚入〉〈20枚入〉

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

岩塚製菓岩塚製菓
・�田舎のおかき塩・�田舎のおかき塩
・�田舎のおかき・�田舎のおかき
・�田舎のおかき・�田舎のおかき
�ざらめ味�ざらめ味

〈各1袋〉〈各1袋〉

128128円円
（税込 各 （税込 各 139139円）円）

子持ちからふと子持ちからふと
ししゃもししゃも

〈140g〉〈140g〉 248248円円
（税込 （税込 268268円）円）

国産国産
若鶏モモ肉若鶏モモ肉

〈100gあたり〉〈100gあたり〉

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

デイリーファームデイリーファーム
あいちのあいちの
米たまご米たまご

〈6個入〉〈6個入〉

原料原産地：モロッコ原料原産地：モロッコ
蒸しタコ蒸しタコ
刺身用刺身用

〈100gあたり〉〈100gあたり〉
160160円円

（税込 （税込 173173円）円）
398398円円

（税込 （税込 430430円）円）

朝の朝の
極小粒納豆極小粒納豆

〈45g×3〉〈45g×3〉
7878円円

（税込 （税込 8585円）円）
たまごどうふたまごどうふ

〈80g×3〉〈80g×3〉
7878円円

（税込 （税込 8585円）円）

豚ひれかつ
〈5枚〉 380円

（税込 411円）

ヨーグルトeヨーグルトe
〈70g×3〉〈70g×3〉

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

限定合わせて100袋
お1人様合わせて2袋限り

イチビキイチビキ
・�赤だしみそ・�赤だしみそ
・�ミックスみそ・�ミックスみそ
〈各750g〉〈各750g〉

9898円円
（税込 各 （税込 各 106106円）円）

・�アーモンドリーフ・�アーモンドリーフ
�エスプレッソ仕立て�エスプレッソ仕立て
・�アーモンドリーフ・�アーモンドリーフ
〈各8枚入〉〈各8枚入〉 258258円円

（税込 各 （税込 各 279279円）円）

大山乳業の特選牛乳を使った大山乳業の特選牛乳を使った
・ベルギーワッフル・ベルギーワッフル
・ふんわりドーナツ・ふんわりドーナツ
〈各1袋〉〈各1袋〉 258258円円

（税込 各 （税込 各 279279円）円）

チリ産・養殖・解凍チリ産・養殖・解凍
トラウトサーモン切身トラウトサーモン切身
(加熱用）(加熱用）

〈100gあたり〉〈100gあたり〉

原料原産地：台湾他原料原産地：台湾他
キハダまぐろキハダまぐろ
白醤油漬け白醤油漬け

〈100g〉〈100g〉

原料原産地：静岡県原料原産地：静岡県
一本釣りかつお一本釣りかつお
たたき刺身用たたき刺身用
（血合い取り）（血合い取り）
〈100gあたり〉〈100gあたり〉

228228円円
（税込 （税込 247247円）円）

378378円円
（税込 （税込 409409円）円）

238238円円
（税込 （税込 258258円）円）

限定200本
お1人様6本限り

アサヒアサヒ
富士山の富士山の
おいしい水おいしい水

〈2000ml〉〈2000ml〉

398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

6868円円
（税込 （税込 7474円）円）

1本1本
6本6本

※※写真はイメージです写真はイメージです ※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです ※※写真はイメージです写真はイメージです

大高インター店・日進店限定

インド産他・養殖・解凍インド産他・養殖・解凍
無頭バナメイエビ無頭バナメイエビ

〈100g〈100g
あたり〉あたり〉 178178円円

（税込 （税込 193193円）円）

※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです ※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※農・水産物は天候等により産地が変わることがありますのでご了承願います。※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。※このチラシの表示価格は、本体価格と税込価格を併記しています。※税込価格は参考価格です。 ※コープ商品は新デザインへの切り替え中の為、チラシの画像と商品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。

5月　

26日
木

ののお買得商品お買得商品

5月

28日
土

ののお買得商品お買得商品

5月

29日
日

ののお買得商品お買得商品

ポイントポイント44倍倍デーデー※一部除外品があります組合員証カード提示で

冷凍食品 本体表示
価格より20％引き※一部対象外商品がございます 2020

おいしい
専門店

※一部除外品がございます

※店舗により取り扱いをしていない商品もございます。

鮮魚うめや とよあけ店・上社店限定 惣菜カネ美 とよあけ店限定

コープ大高インター店	☎052（621）4147
営業時間 10：00〜20：00　日曜日は 9：30より営業

コープとよあけ店	☎0562（85）5896
営業時間10：00 〜20：00

コープ日　進　店	☎0561（72）3321
営業時間10：00 〜21：00

コープ上　社　店	☎052（777）1225
営業時間10：00 〜21：00　日曜日は 9：30より営業

月内は休まず営業します店休日のご案内

ポイントポイント55倍倍デーデー組合員証カード提示でLINE限定企画 クーポンを使用するには、画面
と組合員証カードをレジにてご
提示してください。

ポイント
クーポン

※�合計税込1,000円以上お買い上げでご利用いただけます。

5月

27日
金

ののお買得商品お買得商品

本体価格
より

お好きな
商品2品 1010%%引き引き

DAY
※合計税込1,000円以上お買い上げでご利用いただけます。
※お一人様（お一家族様）につき当日1回限りとさせていただきます。※一部除外品がございます。

※商品は宅配業者がお届けしま
す。※一部数量限定、また〆切
が早い商品がございます。詳細
は店頭カタログを参照ください。

6月5日日日まで

お申込み

父の日
ギフト
好評承り中

混雑時は
入場制限を
実施する
場合が

ございます。

マスクを
着用ください。

少人数で
ご来店ください。

間隔をあけて
お並びください。

組合員の皆様へ ご来店時のお願い


