
※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。

三河のみ尾張のみ

11/28（月）
〜12/31（土）

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

12/12（月）
〜12/18（日）

12/26（月）
〜12/31（土）

12/5（月）
〜12/11（日）

11/28（月）
〜12/4（日）

12/19（月）
〜12/25（日）

非提示価格 798円（税込862円）

ミズノシーフーズミズノシーフーズ
厚切り銀鮭西京漬厚切り銀鮭西京漬
2切入2切入

738738円円
  税込  税込

（（798798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198円（税込各214円）

北海道の黒豆たべきり北海道の黒豆たべきり
北海道のきんとき豆たべきり北海道のきんとき豆たべきり
各2個パック各2個パック

168168円円
  税込  税込

（（各各182182円円））
非提示価格 98円（税込106円）

蒸し大豆蒸し大豆
1袋1袋

7878円円
  税込  税込

（（8585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・油いらず水・油いらず
パリッと羽根つきの餃子パリッと羽根つきの餃子

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）

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））

非提示価格 各208円（税込各225円）

せいきょうヨーグルトせいきょうヨーグルト
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
各500g各500g

168168円円
  税込  税込

（（各各182182円円））
非提示価格 170円（税込184円）

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

138138円円
  税込  税込

（（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 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食入り・10食入り

380380円円
  税込  税込

（（411411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

178178円円
  税込  税込

（（各各193193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）
各各1袋1袋

248248円円
  税込  税込

（（各各268268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 558円（税込614円）

おしゃれ着洗い おしゃれ着洗い 
詰替用詰替用
1500ml1500ml

468468円円
  税込  税込

（（515515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。

  税込  税込

（（992992円円））918918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

  税込  税込

（（646646円円））598598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 1,580円（税込1,707円）

大きなご馳走大きなご馳走
えびフライえびフライ

 6尾入 6尾入

1,3801,380円円
  税込  税込

（（1,4911,491円円））
非提示価格 328円（税込355円）

塩蔵真崎わかめ塩蔵真崎わかめ
70g70g

278278円円
  税込  税込

（（301301円円））

非提示価格 298円（税込322円）

いろいろミニいろいろミニ
おでんセットおでんセット
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 198円（税込214円）

美山美山
いちおしキムチいちおしキムチ
180g180g

158158円円
  税込  税込

（（171171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 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

やわらかやわらか
ぎんなんがんもぎんなんがんも

  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

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 265円（税込287円）

＜長崎風＞ちゃんぽん＜長崎風＞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 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 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））

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 398円（税込430円）

北海道北海道
カマンベールカマンベール
チーズチーズ
90g90g

348348円円
  税込  税込

（（376376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））
非提示価格 各188円（税込各204円） 非提示価格376円（税込407円）

トマトと5種の野菜入りケチャップトマトと5種の野菜入りケチャップ  300g300g
伊勢志摩産 芽ひじき 伊勢志摩産 芽ひじき 10g10g
手ずり風すりごま・白 手ずり風すりごま・白 85g85g ・黒  ・黒 85g85g

各1点各1点 よりどり2点よりどり2点

158158円円 298298円円
    税込税込

（（各各171171円円））
  税込  税込

（（322322円円））

非提示価格 428円（税込463円）

一番搾り キャノーラ油 紙パック一番搾り キャノーラ油 紙パック
700g700g

358358円円
   税込 税込

（（387387円円））

非提示価格 598円（税込646円）

国産原料使用 こめ油国産原料使用 こめ油
600g600g

458458円円
   税込 税込

（（495495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

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
各各1缶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

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 各398円（税込各430円）

国産いかでつくったサクサクひとくちいか天国産いかでつくったサクサクひとくちいか天
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
たっぷり皮付さきいかたっぷり皮付さきいか
各1袋各1袋

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）

九州の芋けんぴ九州の芋けんぴ
九州の薄切り胡麻芋けんぴ九州の薄切り胡麻芋けんぴ
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

158158円円
  税込  税込

（（各各171171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 558円（税込614円）

おしゃれ着洗い おしゃれ着洗い 
詰替用詰替用
1500ml1500ml

468468円円
  税込  税込

（（515515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。

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 各398円（税込各430円）

北海道漁連北海道漁連
北海道産北海道産
昆布巻昆布巻
・さけ ・にしん・さけ ・にしん
各1本各1本

368368円円
  税込  税込

（（各各398398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 108円（税込117円）

非提示価格 98円（税込106円）
アサヒコアサヒコ
京あげ大京あげ大
1枚1枚

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

各7878円円
  税込  税込

（（各各8585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 598円（税込646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 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 598円（税込646円）

国産牛肉でつくった国産牛肉でつくった
牛丼の具牛丼の具

 135g×2 135g×2

538538円円
  税込  税込

（（582582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 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））

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 680円（税込735円）

  税込  税込

（（528528円円））488488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

海鮮だしのキムチスープ 海鮮だしのキムチスープ 
真っ赤なトマトのスープ 真っ赤なトマトのスープ 
酸辣湯酸辣湯
淡路島産たまねぎスープ淡路島産たまねぎスープ
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 各458円（税込各495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
  税込  税込

（（各各376376円円））

非提示価格 各248円（税込各268円）

ファミリーチョコレートファミリーチョコレート
カカオ好きのためのファミリーチョコレートカカオ好きのためのファミリーチョコレート
アアソートファミリーチョコレートソートファミリーチョコレート
各1袋各1袋

198198円円
  税込  税込

（（各各214214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 180円（税込198円）

くっつかないホイルくっつかないホイル
・25cm×5m・25cm×5m

148148円円
  税込  税込

（（163163円円））

非提示価格 318円（税込350円）

・・25cm×10m25cm×10m

238238円円
  税込  税込

（（262262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））

●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348円（税込各376円）

非提示価格 各368円（税込各398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

328328円円
  税込  税込

（（各各355355円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

小林佃煮小林佃煮
わかさぎ佃煮わかさぎ佃煮
くるみちりめんくるみちりめん
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 498円（税込538円）

えびフライえびフライ
 8尾入 8尾入

458458円円
  税込  税込

（（495495円円））

非提示価格 各228円（税込各247円）

おさかなおさかな
ソーセージソーセージ
・小 ・小 8本（160g）8本（160g）
・大 ・大 3本（195g）3本（195g）

各198198円円
  税込  税込

（（各各214214円円））
非提示価格 118円（税込128円）

非提示価格 108円（税込117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

国産大豆中粒納豆国産大豆中粒納豆
40g×340g×3

各8888円円
  税込  税込

（（各各9696円円）） 非提示価格 258円（税込279円）

6種の具材入り 6種の具材入り 
茶わんむし茶わんむし
110g×4110g×4

218218円円
  税込  税込

（（236236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 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 348円（税込376円）
ブルーベリーブルーベリー  1袋1袋

非提示価格 358円（税込387円）
4種のベリーミックス4種のベリーミックス  1袋1袋

非提示価格 各328円（税込各355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
アボカドアボカド（スライス）（スライス）

各1袋各1袋

各248248円円
   税込 税込

（（各各268268円円））

非提示価格 728円（税込787円）

トーノーデリカトーノーデリカ
岐阜県産若鶏岐阜県産若鶏
ローストレッグローストレッグ（小）（小）
2本（260g）2本（260g）

698698円円
  税込  税込

（（754754円円））

非提示価格 1,050円（税込1,134円）

3本（390g）3本（390g）

990990円円
  税込  税込

（（1,0701,070円円））
非提示価格 398円（税込430円）

薄衣の薄衣の
若鶏唐揚げ若鶏唐揚げ

 250g 250g

378378円円
   税込 税込

（（409409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
117g×2117g×2

378378円円
  税込  税込

（（409409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 各98円（税込各106円）

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

8888円円
  税込  税込

（（各各9696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428円（税込各463円）

   税込 税込

（（各各322322円円））

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
各500ml各500ml

298298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 278円（税込301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 398円（税込430円）

有明海産焼のり有明海産焼のり  
おにぎり・おもち用おにぎり・おもち用
3切50枚入3切50枚入

348348円円
  税込  税込

（（376376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475円（税込各513円）

白藤製菓白藤製菓
美浜の里美浜の里
・えびうす焼・えびうす焼
・ミックス・ミックス
各1袋各1袋

348348円円
  税込  税込

（（各各376376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298円（税込各322円）

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

248248円円
  税込  税込

（（各各268268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 340円（税込374円）

ティッシュティッシュ
200組200組××55

310310円円
  税込  税込

（（341341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。

非提示価格 180円（税込198円）

くっつかないホイルくっつかないホイル
・25cm×5m・25cm×5m

148148円円
  税込  税込

（（163163円円））

非提示価格 318円（税込350円）

・・25cm×10m25cm×10m

238238円円
  税込  税込

（（262262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・煮付け（しょうゆ）（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 398円（税込430円）

信越明星信越明星
十六夜堂十六夜堂
信州生そば信州生そば
2食入2食入

358358円円
  税込  税込

（（387387円円））
非提示価格 各158円（税込各171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

138138円円
  税込  税込

（（各各150150円円））

非提示価格 328円（税込355円）

信越明星信越明星
国産そば粉使用信州乱切りそば国産そば粉使用信州乱切りそば

3食入3食入

258258円円
  税込  税込

（（279279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 298円（税込322円）

非提示価格 285円（税込308円）

北海道のつぶコーン北海道のつぶコーン
1袋1袋

北海道のそのまま枝豆北海道のそのまま枝豆
1袋1袋

各228228円円
  税込  税込

（（各各247247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）

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 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 各128円（税込各139円）

ヨーグルトeヨーグルトe
ヨーグルトeいちごヨーグルトeいちご
各70g×3各70g×3

9898円円
  税込  税込

（（各各106106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））
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 498円（税込538円）

国内麦粉使用国内麦粉使用
長崎カステラ長崎カステラ
10切入10切入

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 各358円（税込各387円）

こだわりの黄金さきいかこだわりの黄金さきいか
素朴な味わいのあたりめ素朴な味わいのあたりめ
一夜干風やわらかあたりめ一夜干風やわらかあたりめ
各1袋各1袋

298298円円
  税込  税込

（（各各322322円円））

非提示価格 328円（税込361円）

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

268268円円
  税込  税込

（（295295円円））

非提示価格 258円（税込284円）

・ミニ ・ミニ 22cm×50m22cm×50m

228228円円
  税込  税込

（（251251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

110110円円
  税込  税込

（（121121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。

  税込  税込

（（992992円円））918918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

  税込  税込

（（646646円円））598598円円


