
※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。

11/14（月）

〜11/20（日）

10/31（月）
〜 11/27（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。

11/21（月）
〜11/27（日）

10/31（月）

〜11/6（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！

11/7（月）
〜11/13（日）

非提示価格 各120円（税込各130円）

  税込  税込

（（各各106106円円））

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食各1食
9898円円

非提示価格 各528円（税込各571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

468468円円
  税込  税込

（（各各506506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 298円（税込322円）

ヤマサンヤマサン
各務原キムチ各務原キムチ
200g200g

238238円円
  税込  税込

（（258258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ごま香る五目うま煮丼の具具
  3食入3食入

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 398円（税込430円）

お肉がおいしいお肉がおいしい
水餃子水餃子

 310g 310g

378378円円
  税込  税込

（（409409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 198円（税込214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

158158円円
  税込  税込

（（171171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 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

288288円円
  税込  税込

（（各各312312円円））
非提示価格 1,050円（税込1,134円）

非提示価格 698円（税込754円）
・1.7kg・1.7kg

切り餅個包装切り餅個包装
・1kg・1kg

918918円円

598598円円

  税込  税込

（（992992円円））

  税込  税込

（（646646円円））

非提示価格 各198円（税込各214円）

玄米せんべい玄米せんべい
・えびえび・えびえび
・ごまごま・ごまごま
各24枚入各24枚入

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680円（税込各748円）

使いきりマスク使いきりマスク
・ふつう ・小さめ・ふつう ・小さめ
各60枚入各60枚入

580580円円
  税込  税込

（（各各638638円円））

非提示価格 258円（税込284円）

除菌できるウェットティシュ除菌できるウェットティシュ
本体 本体 100枚入100枚入

218218円円
  税込  税込

（（240240円円））

非提示価格 228円（税込251円）

詰替用詰替用  100枚入100枚入

198198円円
  税込  税込

（（218218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 各248円（税込各268円）

  税込  税込

（（各各214214円円））198198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・甘口
・辛口・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 248円（税込268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

218218円円
  税込  税込

（（236236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  8個入8個入
・贅沢焼売・贅沢焼売  6個入6個入

各258258円円
  税込  税込

（（各各279279円円））
非提示価格 258円（税込279円）

みそ煮込うどんみそ煮込うどん
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）

いろいろいろいろ
ミニおでんセットミニおでんセット
7種14個7種14個

248248円円
  税込  税込

（（268268円円））

非提示価格 285円（税込308円）

大きな大きな
焼おにぎり焼おにぎり

 6個入 6個入

218218円円
  税込  税込

（（236236円円））

非提示価格 398円（税込430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

328328円円
  税込  税込

（（355355円円））

非提示価格 448円（税込484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

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 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 1,180円（税込1,275円）

アマタケアマタケ
岩手県産岩手県産
あい鴨鍋セットあい鴨鍋セット

 300g 300g

990990円円
  税込  税込

（（1,0701,070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））

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 308円（税込333円）

北海道北海道
モッツァレラチーズモッツァレラチーズ
100g100g

268268円円
  税込  税込

（（290290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248円（税込各268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））
・200g×5・200g×5

418418円円
  税込  税込

（（452452円円））
非提示価格 498円（税込538円）

炊きたての味おいしいご飯炊きたての味おいしいご飯
・200g×3・200g×3

258258円円
  税込  税込

（（279279円円））
非提示価格 318円（税込344円）

非提示価格 各358円（税込各387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

278278円円
  税込  税込

（（各各301301円円））
非提示価格 各280円（税込各303円）

えびせんえびせん
ミックスミックス
白藤製菓白藤製菓
お好みお好み
各1袋各1袋

238238円円
  税込  税込

（（各各258258円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

ごろっと6種のドライフルーツミックスごろっと6種のドライフルーツミックス
国産レモンで作ったドライフルーツ国産レモンで作ったドライフルーツ
各1袋各1袋

258258円円
  税込  税込

（（各各279279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X5200組X5

278278円円
  税込  税込

（（306306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  150ml150ml
・さっぱり・さっぱり  150ml150ml
ミルクローションミルクローション
130ml130ml

各500500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 
デザインボトルデザインボトル
・しっとり・しっとり  150ml150ml
・さっぱり・さっぱり  150ml150ml
ミルクローション ミルクローション 
デザインボトルデザインボトル
130ml130ml

各500500円円
  税込  税込

（（各各550550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。

コーヒーバッグコーヒーバッグ
・モカブレンド・モカブレンド
・キリマンジャロブレンド・キリマンジャロブレンド
・オリジナルブレンド・オリジナルブレンド
・リッチブレンド・リッチブレンド
各8g×10各8g×10

非提示価格 各258円（税込各279円）

  税込  税込

（（各各214214円円））

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

非提示価格 各438円（税込各474円）

えびたっぷりえびたっぷり
シーフードミックスシーフードミックス

 1 180g80g
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 428円（税込463円）

野付産野付産
焼きほぐし焼きほぐし
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 各98円（税込各106円）

風味かまぼこ風味かまぼこ
10本入（85g）10本入（85g）
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118円（税込各128円）

北海道産大豆の北海道産大豆の
小粒納豆小粒納豆
45g×345g×3
北海道産大豆北海道産大豆
ひきわり納豆ひきわり納豆
40g×340g×3

各8888円円
  税込  税込

（（各各9696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 248円（税込268円）

具たっぷり具たっぷり
肉まん肉まん

 300g（4個） 300g（4個）

198198円円
  税込  税込

（（214214円円））

非提示価格 各328円（税込各355円）

あらびき牛肉をあらびき牛肉を
使ったハンバーグ使ったハンバーグ
・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 298円（税込322円）

生ハムロース生ハムロース
ツインパックツインパック
96g96g

278278円円
  税込  税込

（（301301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個入各4個入

7878円円
  税込  税込

（（各各8585円円））
非提示価格 168円（税込182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 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 各155円（税込各168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 
・うすしお味・うすしお味
・のり塩・のり塩
各1袋各1袋

128128円円
  税込  税込

（（各各139139円円））

非提示価格 各298円（税込各322円）

風味豊かな発酵バターのショートブレッド風味豊かな発酵バターのショートブレッド
発酵バターのショートブレッドアーモンド入発酵バターのショートブレッドアーモンド入
各12本入各12本入

268268円円
  税込  税込

（（各各290290円円））

非提示価格 258円（税込279円）

ハイシャレルハイシャレル  8枚入8枚入

228228円円
  税込  税込

（（247247円円））

非提示価格 各580円（税込各638円）
各500500円円

  税込  税込

（（各各550550円円））
非提示価格 各580円（税込各638円）
各500500円円

  税込  税込

（（各各550550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。

スキンローションスキンローション
・しっとり・しっとり  150ml150ml
・さっぱり・さっぱり  150ml150ml
ミルクローションミルクローション
130ml130ml

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  150ml150ml
・さっぱり・さっぱり  150ml150ml
ミルクローション ミルクローション 
デザインボトルデザインボトル
130ml130ml

アカシアアカシア
はちみつはちみつ
500g500g

非提示価格 628円（税込679円）

  税込  税込

（（538538円円））498498円円

アカシアアカシア
はちみつはちみつ
1kg1kg

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 898円（税込970円）

  税込  税込

（（787787円円））728728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90g各90g

358358円円
  税込  税込

（（各各387387円円））
非提示価格 368円（税込398円）

からふとししゃもからふとししゃも
みりん干し焼きみりん干し焼き
80g80g

328328円円
  税込  税込

（（355355円円））

非提示価格 各94円（税込各102円）

鈴木敏商店鈴木敏商店
こんにゃくこんにゃく
220g220g
糸こんにゃく糸こんにゃく
170g170g

各7575円円
  税込  税込

（（各各8181円円））
非提示価格 各113円（税込各123円）

下呂特産加工下呂特産加工
生芋板こんにゃく生芋板こんにゃく
生芋糸こんにゃく生芋糸こんにゃく
各250g各250g

8888円円
   税込 税込

（（各各9696円円））
非提示価格 各198円（税込各214円）

さつまあげさつまあげ
やさいあげやさいあげ
各4枚入各4枚入

158158円円
  税込  税込

（（各各171171円円））
非提示価格 98円（税込106円）

ギトー食品ギトー食品
もちもちもちもち
絹揚げ絹揚げ
4個入4個入

7878円円
  税込  税込

（（8585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 328円（税込355円）

非提示価格 298円（税込322円）

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 200g200g

アボカドアボカド（スライス）（スライス） 150g150g

各248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））

非提示価格 358円（税込387円）

非提示価格 348円（税込376円）
4種のベリーミックス4種のベリーミックス 200g200g

ブルーベリーブルーベリー 200g200g

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 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 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
ウィンナーウィンナー
180g180g

278278円円
   税込 税込

（（301301円円））

非提示価格 各248円（税込各268円）

218218円円
  税込  税込

（（各各236236円円））
非提示価格 178円（税込193円）

乳酸ドリンク乳酸ドリンク
65ml×1065ml×10

148148円円
  税込  税込

（（160160円円））
非提示価格 各198円（税込各214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
・しゃきしゃきアロエ・しゃきしゃきアロエ
各75g×4各75g×4

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）

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 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358円（税込各387円）

ピスタチオとカシューナッツの厚焼きせんべいピスタチオとカシューナッツの厚焼きせんべい
香ばしアーモンドの厚焼きせんべい香ばしアーモンドの厚焼きせんべい
各5枚入各5枚入

308308円円
  税込  税込

（（各各333333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 208円（税込225円）

お好み種お好み種
・6袋入・6袋入

178178円円
  税込  税込

（（193193円円））

非提示価格 310円（税込335円）

・10袋入・10袋入

258258円円
  税込  税込

（（279279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

100100円円
  税込  税込

（（110110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
尾張エリア

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 各580円（税込各638円）

各500500円円
  税込  税込

（（各各550550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  150ml150ml
・さっぱり・さっぱり  150ml150ml
ミルクローションミルクローション
130ml130ml

非提示価格 各580円（税込各638円）

各500500円円
  税込  税込

（（各各550550円円））

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  150ml150ml
・さっぱり・さっぱり  150ml150ml
ミルクローション ミルクローション 
デザインボトルデザインボトル
130ml130ml


