
※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。

9/26（月）
〜 10/30（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

10/10（月）

〜10/16（日）

10/24（月）

〜10/30（日）

10/3（月）
〜10/9（日）

9/26（月）

〜10/2（日）

10/17（月）
〜10/23（日）非提示価格 265円（税込287円）

  税込  税込

（（214214円円））

たまごスープたまごスープ
7g×57g×5

198198円円

非提示価格 498円（税込538円）

  税込  税込

（（411411円円））
7g×107g×10

380380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・みぞれ煮・味噌煮・みぞれ煮
・煮付け・煮付け（しょうゆ）（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 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132円（税込各143円）

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・もめん豆腐
・絹ごし豆腐・絹ごし豆腐
各400g各400g

9898円円
  税込  税込

（（各各106106円円））
非提示価格 各275円（税込各297円）

貝新物産貝新物産
志ぐれあさり志ぐれあさり
・おにぎり・おにぎり（甘口）（甘口）
・お茶漬け・お茶漬け
各70g各70g

238238円円
  税込  税込

（（各各258258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
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

 各1袋 各1袋

138138円円
  税込  税込

（（各各150150円円））
非提示価格 398円（税込430円）

レンジで手作り風レンジで手作り風
牛肉コロッケ牛肉コロッケ

 4個入 4個入

328328円円
  税込  税込

（（355355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 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 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
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）

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310円（税込各335円）

ドレッシングドレッシング
・・野菜たっぷり和風野菜たっぷり和風
・・深煎り胡麻深煎り胡麻
・・ピリ辛チョレギサラダピリ辛チョレギサラダ
各300ml各300ml

248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））

非提示価格 498円（税込538円）

コーヒーバッグ有機栽培コーヒーバッグ有機栽培
フェアトレードコーヒーフェアトレードコーヒー
10g×1010g×10

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））

非提示価格 578円（税込625円）

わたしのブレンドわたしのブレンド
レギュラーコーヒーレギュラーコーヒー
360g360g

480480円円
  税込  税込

（（519519円円））

非提示価格 各258円（税込各279円）

こだわりのおかきこだわりのおかき
・しお・しょうゆ・海苔巻・しお・しょうゆ・海苔巻
各1袋各1袋
228228円円

  税込  税込

（（各各247247円円））

非提示価格 1,900円（税込2,090円）

フリーリア フリーリア 
フェイスクリアフェイスクリア
180ml180ml

1,4801,480円円
  税込  税込

（（1,6281,628円円））
非提示価格 各1,900円（税込各2,090円）

フリーリア フリーリア 
モイストアップモイストアップ
・ローション・ローション  150ml150ml
・ミルク・ミルク  85g85g

各1,4801,480円円
  税込  税込

（（各各1,6281,628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。

各32本入各32本入

298298円円
  税込  税込

（（各各322322円円））
非提示価格 各380円（税込各411円）

わいわいスティックゼリーわいわいスティックゼリー
るんるんスティックゼリーるんるんスティックゼリー
各15本入各15本入

148148円円
  税込  税込

（（各各160160円円））
非提示価格 各188円（税込各204円）

非提示価格 各428円（税込各463円）

  税込  税込

（（各各376376円円））

シーチキンマイルドシーチキンマイルド
シーチキンLフレークシーチキンLフレーク
各70g×3各70g×3

348348円円

非提示価格 698円（税込754円）

魚彦魚彦
マグロたたき身マグロたたき身
150g150g

658658円円
  税込  税込

（（711711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148円（税込各160円）

きんとき豆きんとき豆
こんぶ豆こんぶ豆
各1袋各1袋

118118円円
  税込  税込

（（各各128128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 118円（税込128円）

非提示価格 108円（税込117円）

寺岡家のだしつゆ納豆寺岡家のだしつゆ納豆
45gx345gx3

豆紀豆紀
国産大豆納豆中粒国産大豆納豆中粒
40g×340g×3

各7878円円
  税込  税込

（（各各8585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 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

ややわらかぎんなんがんも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）

ブルーベリーブルーベリー
200g200g

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200g各200g

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）
150g150g

各248248円円
  税込  税込

（（各各268268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 598円（税込646円）

国産牛肉で作った国産牛肉で作った
牛丼の具牛丼の具

  270g270g

538538円円
  税込  税込

（（582582円円））
非提示価格 358円（税込387円）

プリマハムプリマハム
香薫あらびき香薫あらびき
ウインナーウインナー
180g180g

278278円円
  税込  税込

（（301301円円））

非提示価格 190円（税込206円）

せいきょうせいきょう
ミルクプリンミルクプリン
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 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 718円（税込776円）

切り餅個包装切り餅個包装
・1kg・1kg

598598円円
  税込  税込

（（646646円円））

非提示価格 1,200円（税込1,296円）

・1.7kg・1.7kg

918918円円
  税込  税込

（（992992円円））
非提示価格 178円（税込193円）

非提示価格 各198円（税込各214円）

野菜果実ジュース 野菜果実ジュース 930g930g

トマトジュース 食塩無添加 トマトジュース 食塩無添加 900g900g
野菜ジュース 食塩無添加 野菜ジュース 食塩無添加 900g900g
濃いトマトジュース 食塩無添加濃いトマトジュース 食塩無添加  1000ml1000ml

各168168円円
    税込税込

（（各各182182円円）） 非提示価格 各188円（税込各204円）

釜めしの素釜めしの素
・とり・とり
・五目・五目
・きのこ・きのこ
・あさり・あさり
各3合用各3合用

148148円円
  税込  税込

（（各各160160円円））

非提示価格 各198円（税込各214円）

ココナッツクッキーココナッツクッキー
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 258円（税込279円）

ファミリーファミリー
チョコレートチョコレート
1袋1袋

198198円円
  税込  税込

（（214214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
コクのあるチーズたらコクのあるチーズたら
かむかむおやつこんぶかむかむおやつこんぶ
しっとりくんさきいかしっとりくんさきいか
各1袋各1袋

248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））

非提示価格 1,900円（税込2,090円）

フリーリア フリーリア 
フェイスクリアフェイスクリア
180ml180ml

1,4801,480円円
  税込  税込

（（1,6281,628円円））
非提示価格 各1,900円（税込各2,090円）

フリーリア フリーリア 
モイストアップモイストアップ
・ローション・ローション  150ml150ml
・ミルク・ミルク  85g85g

各1,4801,480円円
  税込  税込

（（各各1,6281,628円円））
非提示価格 388円（税込427円）

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

328328円円
  税込  税込

（（361361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。

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

非提示価格 208円（税込225円）

  税込  税込

（（171171円円））
ひじきドライパック ひじきドライパック 
1缶1缶
158158円円

非提示価格 各138円（税込各150円）

  税込  税込

（（各各117117円円））

大豆ドライパック大豆ドライパック
ミックスビーンズドライパックミックスビーンズドライパック
各1缶各1缶
108108円円

非提示価格 438円（税込474円）

むきえびむきえび
 170g 170g

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 368円（税込398円）

マル伊水産マル伊水産
焼きししゃも焼きししゃも
みりん干しみりん干し
80g80g

328328円円
  税込  税込

（（355355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 358円（税込387円）

井村屋井村屋
ゴールドゴールド
肉まん肉まん
2個入2個入

298298円円
  税込  税込

（（322322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 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 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 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 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
・芳醇いちご・芳醇いちご
・ブルーベリー＆4種のベリー・ブルーベリー＆4種のベリー
各75g×4各75g×4
138138円円

  税込  税込

（（各各150150円円））
非提示価格 170円（税込184円）

非提示価格 158円（税込171円）

カゴメカゴメ
植物性乳酸菌ラブレ1日分の鉄分植物性乳酸菌ラブレ1日分の鉄分
80ml×380ml×3

乳酸ドリンク乳酸ドリンク
65ml×1065ml×10

各138138円円
  税込  税込

（（各各150150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 548円（税込592円）

純正ごま油純正ごま油
300g300g

428428円円
  税込  税込

（（463463円円））

非提示価格 各198円（税込各214円）

ロッテロッテ
ラミーラミー
3本入3本入
バッカスバッカス
10粒入10粒入

各168168円円
  税込  税込

（（各各182182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＆焼きチーズフィッシュ＆焼きチーズ（アーモンド入）（アーモンド入）
ミックスナッツミックスナッツ（ミニパック）（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1,900円（税込各2,090円）

フリーリア フリーリア 
・・フェイスクリアフェイスクリア
180ml180ml
モイストアップモイストアップ
・ローション・ローション  150ml150ml
・ミルク・ミルク  85g85g

各1,4801,480円円
  税込  税込

（（各各1,6281,628円円））

再生原料使用水切りゴミ袋再生原料使用水切りゴミ袋  
・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））
非提示価格 各198円（税込各218円）

キッチン用キッチン用
ポリ袋箱入ポリ袋箱入
150枚150枚

158158円円
  税込  税込

（（174174円円））
非提示価格 248円（税込273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）））
非提示価格 189円（税込208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 170円（税込187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。

アカシアはちみつアカシアはちみつ
・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 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ふっくらしらす干し（減塩）（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 428円（税込463円）

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

388388円円
    税込税込

（（420420円円））
非提示価格 298円（税込322円）

いかとさといもの煮付けいかとさといもの煮付け
1袋1袋

268268円円
  税込  税込

（（290290円円））

非提示価格 98円（税込106円）

ギトー食品ギトー食品
もちもち絹揚げもちもち絹揚げ
4個入4個入

7878円円
  税込  税込

（（8585円円））
非提示価格 258円（税込279円）

みそ煮込みうどんみそ煮込みうどん
2食入2食入

198198円円
  税込  税込

（（214214円円））

非提示価格 298円（税込322円）

いろいろミニおでんセットいろいろミニおでんセット
7種14個入7種14個入

248248円円
  税込  税込

（（268268円円））

非提示価格 468円（税込506円）

家族のおでんセット家族のおでんセット
9種18個入9種18個入

348348円円
  税込  税込

（（376376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 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）

標準 24個入標準 24個入

308308円円
  税込  税込

（（333333円円））
非提示価格 380円（税込411円）

パイシートパイシート
≪発酵バター入り≫≪発酵バター入り≫

 4枚入 4枚入

298298円円
  税込  税込

（（322322円円））

非提示価格 328円（税込355円）

伊藤ハム伊藤ハム
特級あらびき特級あらびき
ポークウインナーポークウインナー
215g215g

298298円円
   税込 税込

（（322322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 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）

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

488488円円
  税込  税込

（（528528円円））
非提示価格 198円（税込214円）

有機豆乳無調整有機豆乳無調整
900ml900ml

168168円円
  税込  税込

（（182182円円））
非提示価格 各285円（税込各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
・4種のチーズピザ・4種のチーズピザ
各1枚各1枚

248248円円
  税込  税込

（（各各268268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
12g×1212g×12

178178円円
  税込  税込

（（193193円円））
非提示価格 各398円（税込各430円）

味一番拉麺 味一番拉麺 
・しょうゆ味・みそ味 ・白湯味・しょうゆ味・みそ味 ・白湯味
各5食入各5食入

338338円円
  税込  税込

（（各各366366円円））
非提示価格 各258円（税込各279円）

スープカップスープカップ
・コーンクリーム・コーンクリーム
・ポタージュ・ポタージュ
・粒入りコーン・粒入りコーン
各8袋入各8袋入

198198円円
  税込  税込

（（各各214214円円））

非提示価格 各188円（税込各204円）

全粒粉全粒粉
・黒ごまビス・黒ごまビス
  （北海道小麦100％）（北海道小麦100％）
・ミルクチョコビス・ミルクチョコビス
  （北海道小麦100％）（北海道小麦100％）
各1箱各1箱

148148円円
  税込  税込

（（各各160160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228円（税込各247円）

ヨーグルトレーズンヨーグルトレーズン
レーズンチョコレーズンチョコ
ぱふぱふ麦チョコぱふぱふ麦チョコ
各1袋各1袋

168168円円
  税込  税込

（（各各182182円円））

クッキングシートLクッキングシートL
5m5m148148円円

   税込 税込

（（163163円円））
非提示価格 189円（税込208円）

クッキングシートMクッキングシートM
5m5m128128円円

  税込  税込

（（141141円円））
非提示価格 170円（税込187円）

非提示価格 246円（税込271円）

薬用デンタルペースト薬用デンタルペースト  
デントサインデントサイン
140g140g

198198円円
  税込  税込

（（218218円円））

再生原料使用水切りゴミ袋 再生原料使用水切りゴミ袋 
・三角コーナー用・排水口用・三角コーナー用・排水口用
各30枚入各30枚入
138138円円

  税込  税込

（（各各152152円）円）））
非提示価格 各198円（税込各218円）

キッチン用ポリ袋箱入キッチン用ポリ袋箱入
150枚150枚158158円円

   税込 税込

（（174174円円））
非提示価格 248円（税込273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。

非提示価格 298円（税込322円）

  税込  税込

（（268268円円））248248円円

非提示価格 318円（税込344円）

  税込  税込

（（268268円円））

・・早ゆで早ゆで1.6㎜1.6㎜　（結束）　（結束）
　　100g×5100g×5

248248円円
非提示価格 548円（税込592円）

  税込  税込

（（409409円円））

スパゲッティスパゲッティ

・1.6㎜・1.6㎜　（結束）　（結束）100g×6100g×6・1.6㎜・1.6㎜　　1kg1kg

378378円円

非提示価格 1,480円（税込1,599円）

一色うなぎ一色うなぎ
鰻まぶし鰻まぶし
セットセット

 50g×2 50g×2

1,3801,380円円
  税込  税込

（（1,4911,491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 各258円（税込各279円）

カネハツカネハツ
サラダがあったら！サラダがあったら！
・ごぼうサラダ・ごぼうサラダ
・ポテトサラダ・ポテトサラダ
各1袋各1袋

218218円円
  税込  税込

（（各各236236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（小）おさかなソーセージ（小）
8本（160g）8本（160g）

各178178円円
  税込  税込

（（各各193193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
北海道のつぶコーン北海道のつぶコーン

 各1袋 各1袋

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 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 380円（税込411円）

米久米久
ベーコンベーコン
ブロックブロック
211g211g

345345円円
  税込  税込

（（373373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308円（税込各333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208円（税込各225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 ・中辛 ・辛口・りんご 甘口 ・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 680円（税込735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

488488円円
  税込  税込

（（528528円円））

非提示価格 980円（税込1,059円）

・910g・910g

880880円円
  税込  税込

（（951951円円））

非提示価格 428円（税込463円）

種ぬき種ぬき
プルーンプルーン
1袋1袋

348348円円
  税込  税込

（（376376円円）） 非提示価格 各328円（税込各355円）

非提示価格 各348円（税込各376円）
アーモンドリーフアーモンドリーフ
アーモンドリーフ エスプレッソ仕立てアーモンドリーフ エスプレッソ仕立て
各1箱各1箱

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
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
各1箱各1箱

各288288円円
  税込  税込

（（各各312312円円））

非提示価格 各698円（税込各768円）

非提示価格 各680円（税込各748円）
立体使いきりマスク 立体使いきりマスク 
・ふつう ・小さめ・ふつう ・小さめ
各30枚入各30枚入

使い切りマスク 使い切りマスク 
・ふつう ・小さめ・ふつう ・小さめ
各60枚入各60枚入

各580580円円
  税込  税込

（（各各638638円円）） 非提示価格 258円（税込284円）

除菌できる除菌できる
ウェットティシュ ウェットティシュ 
本体本体
100枚入100枚入

218218円円
  税込  税込

（（240240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。


