
大高インター店・日進店 限定

298298円円
（税込 （税込 322322円）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〉凍

モンテールモンテール
・�焼プリンモンブラン・�焼プリンモンブラン
・�紫芋モンブランプリン・�紫芋モンブランプリン
〈各1個〉〈各1個〉

178178円円
（税込 各（税込 各193193円）円）

348348円円
（税込 （税込 376376円）円）

よりどり2個

コーンマーガリン�コーンマーガリン�
NONGMONONGMO

〈300g〉〈300g〉 248248円円
（税込 （税込 268268円）円）

カルビーカルビー
ア・ラ・ポテトア・ラ・ポテト
・うすしお味・うすしお味
・じゃがバター味・じゃがバター味
〈各67g〉〈各67g〉

118118円円
（税込 各（税込 各128128円）円）

松永製菓松永製菓
しるこサンドしるこサンド
・栗・栗
・さつまいも・さつまいも
〈各80g〉〈各80g〉

8888円円
（税込 各（税込 各9696円）円）

国産国産
牛豚合挽ミンチ牛豚合挽ミンチ
（解凍）（解凍）
〈100gあたり〉〈100gあたり〉

168168円円
（税込 （税込 182182円）円）

デイリーファームデイリーファーム
あいちの米たまごあいちの米たまご

〈6個入〉〈6個入〉 160160円円
（税込 （税込 173173円）円）

※写真はイメージです※写真はイメージです

10種の野菜10種の野菜
・果実ソース・果実ソース
〈300ml〉〈300ml〉

188188円円
（税込 （税込 204204円）円）

日本の日本の
トマトトマト
ケチャップケチャップ

〈500g〉〈500g〉

358358円円
（税込 （税込 387387円）円）

日本食研日本食研
ハンバーグハンバーグ
作り作り

〈45g×2〉〈45g×2〉

148148円円
（税込 （税込 160160円）円）

そらみつそらみつ
プレミアプレミア
オーガニックオーガニック
オリーブオリーブ
オイルオイル

〈229g〉〈229g〉

780780円円
（税込 （税込 843843円）円）

愛知県産愛知県産
愛知の愛知の
あきたこまちあきたこまち

〈5kg〉〈5kg〉

1,5801,580円円
（税込 （税込 1,7071,707円）円）

ぎょれん鹿島食品センターぎょれん鹿島食品センター
野付産いくら野付産いくら
醤油漬け醤油漬け

〈35g〉〈35g〉 698698円円
（税込 （税込 754754円）円）

焼きほぐし野付産焼きほぐし野付産
秋鮭フレーク秋鮭フレーク

〈55g×2〉〈55g×2〉

398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

・�料理酒・�料理酒
・�みりん風調味料・�みりん風調味料
〈各1000ml〉〈各1000ml〉

158158円円
（税込 各（税込 各171171円）円）

特選丸大豆特選丸大豆
しょうゆしょうゆ

〈1000ml〉〈1000ml〉

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

国産原料使用国産原料使用
みそ熟旨みそ熟旨

〈750g〉〈750g〉 298298円円
（税込 （税込 322322円）円）

ヤマモリヤマモリ
北海道バター北海道バター
香る鮭ごはん香る鮭ごはん

〈170g〉〈170g〉

248248円円
（税込 （税込 268268円）円）

大高インター店・上社店限定
惣菜コーナー

まいたけと
北海道産チーズ入り
クリーミィコロッケ

〈5個〉

280280円円
（税込 （税込 303303円）円）

広島県産
カキフライ

〈5個〉 380380円円
（税込 （税込 411411円）円）

国産舞茸しめじ
ごはん弁当

〈1パック〉 458458円円
（税込 （税込 495495円）円）

北海道産他北海道産他
生秋鮭入荷生秋鮭入荷

岡山県産岡山県産
ホワイトホワイト
マッシュルームマッシュルーム

〈1パック〉〈1パック〉158158円円
（税込 （税込 171171円）円）

長野県産長野県産
エリンギエリンギ

〈1パック〉〈1パック〉

9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

青森県産青森県産
にんにくにんにく

〈1玉〉〈1玉〉

298298円円
（税込 （税込 322322円）円）

長野県産長野県産
カットカット
ぶなしめじぶなしめじ

〈1袋〉〈1袋〉
9898円円

（税込 （税込 106106円）円）

北海道産他北海道産他
生さんま入荷生さんま入荷

大高インター店・日進店 限定

※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

埼玉県産埼玉県産
黒舞茸黒舞茸

〈1パック〉〈1パック〉 9898円円
（税込 （税込 106106円）円）

北海道産北海道産
玉ねぎ玉ねぎ

〈1袋〉〈1袋〉148148円円
（税込 （税込 160160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

長野県産長野県産
秋映りんご秋映りんご

〈1玉〉〈1玉〉

128128円円
（税込 （税込 139139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

新米
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覚
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味
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く
し
く

はらこめしはらこめし さんまときのこのさんまときのこの
アヒージョアヒージョ

鮭としめじの鮭としめじの
炊き込みご飯炊き込みご飯

今一番今一番
美味しい！美味しい！

きのこソースきのこソース
ハンバーグハンバーグ

秋のみのり満喫！秋のみのり満喫！
簡単アップルパイ簡単アップルパイ
パイシートを使ってパイシートを使って デザートデザート秋のフレーバー！秋のフレーバー！

※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

ウィズカカード
へのチャージ

10,000円ごとに
50ポイント券を
プレゼント!

10/2日10/2●日 10/2日
組合員証カード提示で5倍デーポイント

。※一部除外品がございます。



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

※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。

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
※週20時間以上、
　土・日・祝日勤務可能な方

時給 1,030円以上
パート職員募集！

●通勤交通費は規定により支給
●制服貸与　●年次有給制度あり
●退職金制度あり　●60歳定年制
（再雇用制度あり）　●賞与支給あり

曜日 時間帯 時　給
平日 17：00〜 1,140円〜
日・
祝日

9：00〜17：00 1,140円〜
7：00〜9：00 1,195円〜
17：00〜 1,195円〜

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

美味しさを知り尽くしたバイヤーが
厳選した商品をおすすめします。

バイヤーズ
セレクション

BUYER
’S  SELECTION

BUYER
’S  SELECTION

10/30 日日まで

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

※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

天然・解凍天然・解凍
メバチマグロメバチマグロ
刺身用切落し刺身用切落し

〈1パック（140ｇ）〉〈1パック（140ｇ）〉
598598円円

（税込 （税込 646646円）円）

チーズハンバーグと
カニクリームコロッケ御膳

〈1パック〉 520円
（税込 562円）

大高インター店・日進店限定

348348円円
（税込 （税込 376376円）円）

肉だんご黒酢あんかけ肉だんご黒酢あんかけ
        〈4個×2袋〉〈4個×2袋〉凍

国産国産
産直豚ローストンカツ・産直豚ローストンカツ・
トンテキ用トンテキ用
〈100gあたり〉〈100gあたり〉228228円円

（税込 （税込 247247円）円）

国産国産
産直若鶏モモ肉産直若鶏モモ肉

〈100gあたり〉〈100gあたり〉 118118円円
（税込 （税込 128128円）円）

国産国産
産直豚ロースしゃぶしゃぶ用産直豚ロースしゃぶしゃぶ用

〈100gあたり〉〈100gあたり〉 258258円円
（税込 （税込 279279円）円）

278278円円
（税込 （税込 301301円）円）

・�甘らっきょう・�甘らっきょう
・�ピリ辛らっきょう・�ピリ辛らっきょう
〈各160g〉〈各160g〉 168168円円

（税込 各（税込 各182182円）円）

おとうふ工房いしかわおとうふ工房いしかわ
・�究極のきぬ・�究極のきぬ
・�至高のもめん・�至高のもめん
〈各450g〉〈各450g〉

208208円円
（税込 各（税込 各225225円）円）

各138138円円
（税込 各（税込 各150150円）円）

パスコパスコ
・�粒あんデニッシュ・�粒あんデニッシュ
・�ブリオッシュ・�ブリオッシュ
�りんごカスタード�りんごカスタード
・�ハムたまご・�ハムたまご
〈各4個入〉〈各4個入〉 280円

（税込 303円）
198198円円

（税込 （税込 214214円）円）

美濃酪農農業協同組合美濃酪農農業協同組合
飛騨プレミアム飛騨プレミアム
ヨーグルトヨーグルト
〈70g×3〉〈70g×3〉 158158円円

（税込 （税込 171171円）円）

398398円円
（税込 （税込 430430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〉

6868円円
（税込 （税込 7474円）円）

限定合わせて100袋
お1人様合わせて2袋限り

東洋水産東洋水産
ZUBAAAN！ZUBAAAN！
・背脂濃厚醤油・背脂濃厚醤油
・旨コク濃厚味噌・旨コク濃厚味噌
・・にんにく旨豚醤油にんにく旨豚醤油
〈各3食入〉〈各3食入〉

248248円円
（税込 各（税込 各268268円）円）

限定合わせて100袋
お1人様合わせて2袋限り

三立製菓三立製菓
お徳用お徳用
・源氏パイ・源氏パイ
・平家パイ・平家パイ
〈各1袋〉〈各1袋〉 198198円円

（税込 各（税込 各214214円）円）

1ケース（6本）
1本

インドネシア産他インドネシア産他
生キハダまぐろ生キハダまぐろ
刺身用刺身用

〈100ｇあたり〉〈100ｇあたり〉 498498円円
（税込 （税込 538538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
ポテトチップスポテトチップス
ギザギザギザギザ
・味わいしお味・味わいしお味
・コク深いチキン・コク深いチキン
��コンソメ��コンソメ

〈各60g〉〈各60g〉

8888円円
（税込 各（税込 各9696円）円）

原料原産地：山陰沖原料原産地：山陰沖
かます開きかます開き

〈1枚〉〈1枚〉

国産国産
産直若鶏ササミ産直若鶏ササミ

〈100gあたり〉〈100gあたり〉

三井食品工業三井食品工業
刻みはくさい漬刻みはくさい漬

〈150g〉〈150g〉

中津中津
うま辛高菜うま辛高菜
〈100g〉〈100g〉

おとうふ工房いしかわおとうふ工房いしかわ
まめぞうプリンまめぞうプリン
（なめらかプレーン）（なめらかプレーン）
〈110g〉〈110g〉

紀文食品紀文食品
切れてる厚焼玉子切れてる厚焼玉子

〈4切〉〈4切〉

三立製菓三立製菓
ミニかにぱんミニかにぱん

〈1袋〉〈1袋〉

松永製菓松永製菓
スターしるこサンドスターしるこサンド

〈1袋〉〈1袋〉

小魚チップ（Ca入り）小魚チップ（Ca入り）
〈55g〉〈55g〉

無着色国産無着色国産
・おろし本わさび・おろし本わさび
・生しょうが・生しょうが
・からし・からし
〈各40g〉〈各40g〉

ひとくちこうやひとくちこうや
〈86g〉〈86g〉

かつお削りパックかつお削りパック
〈2.5g×8〉〈2.5g×8〉

カンピーカンピー
マンゴースライスマンゴースライス

〈425g〉〈425g〉

えびチップ（Ca入り）えびチップ（Ca入り）
〈55g〉〈55g〉

グリコグリコ
・�プリッツ〈旨サラダ〉・�プリッツ〈旨サラダ〉
・�プリッツ・�プリッツ〈ロースト塩バター〉〈ロースト塩バター〉
・�トマトプリッツ・�トマトプリッツ
〈各1箱〉〈各1箱〉

美濃酪農農業協同組合美濃酪農農業協同組合
まろやかプレーンまろやかプレーン
ヨーグルトヨーグルト
〈400g〉〈400g〉

美濃酪農農業協同組合美濃酪農農業協同組合
ひるがのコーヒーひるがのコーヒー

〈500ml〉〈500ml〉

※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

極洋極洋
オーシャンキングオーシャンキング
（カニ肉入）（カニ肉入）
〈100ｇあたり〉〈100ｇあたり〉

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〉

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

デリシャス
ミニメンチ

〈1パック（4個）〉

238円
（税込 258円）

のどごしなめらかな沖縄県のどごしなめらかな沖縄県
産もずくをたっぷり使用し産もずくをたっぷり使用し
た赤・白合わせ味噌の風味た赤・白合わせ味噌の風味
豊かなお味噌汁です。豊かなお味噌汁です。

沖縄県産もずくのおみそ汁沖縄県産もずくのおみそ汁

国産の卵を使用したふん国産の卵を使用したふん
わりした卵の食感と、まろわりした卵の食感と、まろ
やかなお味噌の風味を味やかなお味噌の風味を味
わえるFDタイプのおみわえるFDタイプのおみ
そ汁です。彩りに国産のそ汁です。彩りに国産の
三つ葉を加えました。三つ葉を加えました。

ふんわりしたふんわりした
たまごのおみそ汁たまごのおみそ汁

〈各5食入〉〈各5食入〉

信州みそを使用したまろや信州みそを使用したまろや
かでコクのある豚汁です。豚かでコクのある豚汁です。豚
肉・にんじん・油揚げ・ごぼう・肉・にんじん・油揚げ・ごぼう・
ねぎ・しいたけ入り。フリーズねぎ・しいたけ入り。フリーズ
ドライ製法の商品です。ドライ製法の商品です。

豚汁豚汁

信州みそを使用したまろや信州みそを使用したまろや
かでコクのある減塩タイプかでコクのある減塩タイプ
の豚汁です。豚肉・にんじの豚汁です。豚肉・にんじ
ん・油揚げ・ごぼう・ねぎ・しん・油揚げ・ごぼう・ねぎ・し
いたけ入り。お湯を入れるいたけ入り。お湯を入れる
だけで簡単です。だけで簡単です。

豚汁（減塩）豚汁（減塩）
〈各5食入〉〈各5食入〉

バターを練りこんだ厚みのバターを練りこんだ厚みの
ある生地に食感の残るクある生地に食感の残るク
ラッシュピスタチオと、コクラッシュピスタチオと、コク
あるカシュ―ナッツを散りばあるカシュ―ナッツを散りば
め焼き上げました。国産小め焼き上げました。国産小
麦・国産バターを使用。麦・国産バターを使用。

ピスタチオとカシューナッツのピスタチオとカシューナッツの
厚焼きせんべい厚焼きせんべい

国産バターを練りこんだ厚国産バターを練りこんだ厚
みのある生地に、ローストみのある生地に、ロースト
アーモンドを加えて焼き上アーモンドを加えて焼き上
げました。国産小麦使用。げました。国産小麦使用。

香ばしアーモンドの香ばしアーモンドの
厚焼きせんべい厚焼きせんべい

〈各5〈各5枚入〉枚入〉

378378円円
（税込 各409円）

338338円円
（税込 各366円）

138138円円
（税込 各（税込 各150150円）円）

338338円円
（税込 各366円）

フジパンフジパン
本仕込食パン本仕込食パン
〈5枚入・6枚入〉〈5枚入・6枚入〉

毎日新鮮毎日新鮮
ロースハムロースハム
〈40g×4〉〈40g×4〉

美濃美濃
せいきょうせいきょう
牛乳牛乳
〈1000ml〉〈1000ml〉

境港産カニクリーム
コロッケ
〈5個〉

長野県産長野県産
白菜白菜

〈1/4カット〉〈1/4カット〉

宮崎県・千葉県産宮崎県・千葉県産
さつま芋さつま芋

〈1本〉〈1本〉

山梨県・北海道産山梨県・北海道産
きゅうりきゅうり

〈3本〉〈3本〉

岩手県産岩手県産
ピーマンピーマン

〈1袋〉〈1袋〉

茨城県産茨城県産
小松菜小松菜

〈１袋〉〈１袋〉

新潟県産新潟県産
霜降りひらたけ霜降りひらたけ

〈1パック〉〈1パック〉

三重県産三重県産
みかんみかん

〈1袋〉〈1袋〉
398398円円

（税込 （税込 430430円）円）

各158158円円
（税込 各（税込 各171171円）円）

各7878円円
（税込 各（税込 各8585円）円）

愛知県産愛知県産
れんこんれんこん

〈100gあたり〉〈100gあたり〉
長野県産長野県産
えのき茸えのき茸

〈1袋〉〈1袋〉

北海道産北海道産
ブロッコリーブロッコリー

〈1株〉　　　　　　　〈1株〉　　　　　　　
岐阜県産岐阜県産
ほうれん草ほうれん草

〈1袋〉〈1袋〉

※写真はイメージです※写真はイメージです

ポイント5倍デー

おいしい
専門店

10月

3日
月月

限り限り

10月

3日
月月

限り限り

10月

2日
日日

限り限り

10月

2日
日日

限り限り

10月

2日
日

ののお買得商品お買得商品

組合員証カード提示で

※一部除外品がございます。

ウィズカカードへの
チャージ
10,000円ごとに

50ポイント券を
プレゼント!

10/2日

9898kk本体
価格

各

均一
税込価格
各106円
非食品は
各108円

10月

3日
月

ののお買得商品お買得商品


