
他にも店内超お買得品が満載!!気合の商品、続 入々荷中！

●日清フーズ 
フラワー 密封チャック付

（1kg）  （税込214.92円）199円

ヤマキ 
●長崎産焼きあごだし
●薩摩産かつおだし
●道南白口浜こんぶだし
●瀬戸内産いりこだし

（各4ｇｘ10P）  （税込85.32円）79円

味の素 ●ほんだし小袋（32g）
●コンソメ 顆粒 袋（50g）
●がらスープ スティック

（5g×5本）
  （税込106.92円） 99円

●味の素 旨み調味料 袋
（50g）  （税込139.32円）129円

●味の素 クノールカップ
・コーンクリーム ・ポタージュ
・つぶたっぷりコーン（各8P）
  （税込290.52円） 269円

マルヱ醤油 
●柚子胡椒ドレッシング　
●ジャポネドレッシング
●焙煎黒ごまドレッシング

（各420ml）
 （税込214.92円）199円

●キユーピー プロユース
マヨネーズマイルド

（1kg）  （税込410.40円） 380円

●キユーピー 
焙煎胡麻ドレッシング

（1L）  （税込646.92円） 599円

●キユーピー 
シーザーサラダドレッシング

（1L）  （税込710.64円） 658円

●キユーピー エルドレッシング
和風タマネギ

（1L）  （税込430.92円） 399円

●キユーピー 
ノンオイルドレ青じそ

（1L）  （税込494.64円） 458円

●キユーピー
エルドレッシング フレンチ
・白 ・赤（1L）  （税込430.92円） 399円

●カゴメ トマトケチャップ
（500g）  （税込170.64円）158円

●たなか 島原素麺（機械麺）　
（500g）  （税込182.52円）169円

●日清 信州更科 信州そば
（230g）  （税込85.32円）79円

●唐船峡 めんつゆ
（500ml）  （税込258.12円） 239円

●五木食品 熟成素麺
（540g）  （税込182.52円）169円

●ステラドーロ スパゲッティ
イタリア産 1.6㎜

（1kg）  （税込193.32円）179円

●はごろも サラスパ
（160g）  （税込96.12円） 89円

●イカリ ノンオイル野菜のドレス
・青じそ ・醤油ごま ・和風たまねぎ ・中華 ・ゆず
・旨塩レモン ・ごま ・黒酢と香味野菜
（各200ml）  （税込85.32円） 79円

イカリ ●焼肉のたれ 中辛（235g）
●焼肉のたれ 甘口（235g）
●生姜焼きのたれ（225g）
●すき焼のたれ（245g）
●ごまだれ（220g）
  （税込85.32円） 79円

日清 
●どん兵衛きつねうどん（95g）
●どん兵衛天ぷらそば（100g）
●どん兵衛肉うどん（87g）
●どん兵衛カレーうどん（87g）
●どん兵衛かき揚げ天ぷらうどん（97g）
●どん兵衛鴨だしそば（105g）
●焼そばU.F.O（128g）
●焼そばU.F.O濃い濃いラー油マヨ付
醤油まぜそば（112g）
 （税込127.44円）118円

佐藤食品 ●冷し中華レモン
●冷し中華ごま

（各2人前）  （税込106.92円） 99円

農心 ●ふるる冷麺（水冷麺）（155g）
●ふるる冷麺（ビビン冷麺）　

（159g）  （税込128.52円）  119円

喜入●喜入のところてん 細切
●喜入のところてん ひら切

（各250g）  （税込138.24円）128円

●やきやま 
徳用ところてんスープなし

（350g）  （税込106.92円） 99円

●ヨコオデイリーフーズ 
生さしみこんにゃく

（300g）  （税込106.92円）   99円

ヨコオデイリーフーズ 
●生さしみこんにゃくあおさ海苔
●生さしにこんにゃく鰹節

（各220g）  （税込63.72円）  59円

カネハツ ●たけのこ土佐煮 
●さつまいも甘煮 はちみつ仕立て
●たたき牛蒡 ●れんこん金平（各400g） 

（税込279.72円）259円

（税込540.00円）   500円
くらこん おまめ亭
●こんぶ豆（115g） ●きんとき豆（95g）
●白花豆（105g） ●おかずごもく豆（105g）
●おかずひじき豆（95g）
●黒豆（95g）
  （税込85.32円）79円

●串つきフランクフルト
（10本）  （税込322.92円）  299円

丸大食品 ●厚切り牛カルビ焼肉（470g）
●厚切りハラミ焼肉（350g）
 （税込861.84円）  798円

伊藤ハム 糖質０サラダチキン
●グリルタイプ３連プレーン
●ハーブ ●ペッパー

（各183g）  （税込246.24円） 228円

伊藤ハム お肉屋さんのお惣菜
●メンチカツ（230g）
●チーズ入チキンカツ（190g）
  （税込301.2円） 279円

伊藤ハム ピザガーデン
●マルゲリータ ●ベーコン ●チーズ

（各1P）  （税込214.92円）  199円

たらみ おいしい蒟蒻ゼリー
●ピーチ味 ●ぶどう味 ●りんご味 
●マスカット味 ●マンゴー味 
●みかん味 ●北海道メロン味
   （税込106.92円） 99円

マルハニチロくだものたのしいゼリー
●みかん ●白桃 ●ミックス ●パインナタデココ
●レモネード ●杏仁みかん 

（各230g）
 
 （税込106.92円）  99円

ＱＢＢ チーズデザート
●リッチな４種のベリー ●ブルーベリー 
●瀬戸内レモン ●贅沢マンゴー

（各6P・90g）  （税込160.92円）  149円

おうちＤＥ居酒屋ベビーチーズ
●燻製カマンベール ●焦がしにんにく＆ねぎ油
おいしく健康プラスベビー
たんぱく質コラーゲン入

（各60g）  （税込106.92円） 99円

●アンディコ 北海道チーズケーキ
（92g）  （税込85.32円）79円

●でん六 Ｅサイズ柿の種チョコ
（48g）  （税込79.92円）74円

●山口製菓 笹舟黒棒
（6本）  （税込79.92円）74円

シスコ●ココナッツサブレ
●ココナッツサブレ＜トリプルナッツ＞
●ココナッツサブレ＜発酵バター＞

（各20枚）  （税込85.32円）79円

●カンロ カンロ飴
（103g）  （税込96.12円） 89円

三幸製菓 ●チーズアーモンド（16枚）
●あられ小餅（88g）
  （税込116.64円）108円

明治 ●プッカチョコレート（43g）
●プッカいちご（39g）
  （税込73.44円） 68円

●エルヴェール 
エコスマート 中判

（200枚シングル）  （税込97.90円） 89円

●カラーマスク KUROMASK
●カラーマスク GRAYMASK

（各30枚入）  （税込438.90円） 399円

●ラックス スーパーリッチＳ保湿詰替
・シャンプー ・コンディショナー 
●ＳＲＳＤリペア補修詰替
・シャンプー ・コンディショナー 
（各330g）  （税込393.80円） 358円

ギャツビー ●フェイシャルペーパー（15枚）
●フェイスペーパータオル

（12枚）  （税込196.90円）179円

●ギャツビー さらさらデオＢＰ
クールシトラス

（10枚）  （税込273.90円） 249円

●リード 冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ
・Ｓ（25枚） ・M（20枚） ・L（14枚） 
・LL（10枚）   （税込185.90円）169円

●ポピー ふわRichトイレット
（12RW）  （税込218.90円）199円

●ネピア ネピネピティシュ
（150W5P）  （税込251.90円） 229円

●OHANA
コンパクトボックスティッシュ

（150W5P）  （税込218.90円） 199円

●日野出 ２倍巻キッチンタオル
（4ロール）  （税込294.80円） 268円

●日野出 
2倍巻トイレットペーパー

（50ｍ・12RW）  （税込438.90円） 399円

●エリエール ピーチＰ
キッチンタオル５０カット

（４巻）  （税込173.80円）158円

クラシエホームプロダクツ 
シルクモイストエッセンス詰替
●ボディソープ ●シャンプー 
●コンディショナー

（各350ml）  （税込108.90円） 99円

●ミルキィボディソープ替
・せっけん ・Ｒフローラル ・もぎたてゆず
（各400ml）
  （税込218.90円）199円

食品コーナー

日配コーナー

菓子コーナー

お米コーナー

冷食コーナー

雑貨コーナー

●佐々木ガラス 果実酒瓶
（4L）  （税込767.80円） 698円

●佐々木ガラス 果実酒用瓶 
（5L）  （税込877.80円） 798円

●佐々木ガラス 果実酒瓶
（8L）  （税込987.80円） 898円

●国産赤しそ（500g）
●しそ梅酢（1000ml）
  （税込321.84円） 298円

●鹿児島県産 塩蔵らっきょう
（400g）  （税込753.84円） 698円

●大利根漬 
かりんこ梅 無着色

（600g）  （税込537.84円） 498円

●神尾 酎ハイ梅（丸）
（1000g）  （税込538.92円） 499円

●ノザワ 梅酒うめ
（180g）  （税込108.00円）100円

●明利 ３５度 甲 パック
（1.8L）  （税込1,188.00円）1,080円

●サンガリア ＳＴチューハイＴゼロ缶
・レモン ・グレープフルーツ ・ドライ ・ラムネ
（各490ml）

（税込118.80円）108円

（税込653.40円） 594円

サンガリア 
●みっくちゅじゅーちゅさわー（350ml）
●つぶちゅー 温州みかん（340ml）
 （税込108.90円） 99円

お酒コーナー

●森永 
インタブレット塩分プラス

（80g）  （税込150.12円）139円

カバヤ食品 
●塩分チャージタブレッツ塩レモン
●塩分チャージタブレッツ

（各90g）  （税込160.92円）149円

丸京製菓 ●つぶあんどら焼き（4個）
●もみじまんじゅう（6個）
●人形焼き（6個）
  （税込203.04円）188円

●NS わけとくミニくろぼう
（300g）  （税込192.24円）178円

フルール 
●しっとりなめらかおとなのばうむ
●しっとりなめらかおとなのばうむメープル
●しっとりなめらか
おとなのばうむココア

（各18個）  （税込258.12円） 239円

●マンナンライフ ララクラッシュ
・ぶどう味 ・マスカット ・オレンジ味
（各24g×8）  （税込128.52円）119円

東洋水産●赤いきつねうどん（96g）
●緑のたぬき天そば（101g）
●昔ながらソース焼そば（139g）
●麺づくり鶏ガラ醤油（97g）
●麺づくり合わせ味噌（104g）
●麺づくり旨コク豚骨（87g）
●麺づくり鶏だし塩（87g）
●麺づくり担担麺（110g）
  （税込106.92円） 99円

ホテイ ライトツナフレーク１／２
●まぐろタイ ●かつおタイ

（各70g）  （税込74.52円） 69円

日配コーナー

雑貨コーナー

●美味チキン南蛮唐揚げ
（500g）  （税込322.92円）   299円

●トーレイ イカリング唐揚げ
（1kg）  （税込754.92円）   699円

1本

よりどり6本で

伊藤園 ●１日分の野菜 パック
●理想のトマトおいしさと栄養バランス
●毎日一杯の青汁（豆乳MIXパック・無糖）
●黒酢で活性 パック
●ビタミン野菜 パック 

（各200ml）

1本

12本組
ケース

699円
（税込754.92円）

78円
（税込84.24円）

カゴメ 野菜生活Smoothie
●Ｗベリーヨーグルト ●完熟バナナ＆豆乳Mix
●ビタミンスムージー ●愛媛甘夏＆レモンMix
●グリーンMix（各330ml）

1本

248円
（税込267.84円）

139円
（税込150.12円）

よりどり
2個で

MIX
マッチ

1袋

2袋

現金
問屋 お米コーナー

（税込2,158.92円）

（税込3,562.92円）

（税込1,185.84円）

（税込1,834.92円）

●国内産複数原料米 ぴかいち倶楽部

●鹿児島あきほなみ太鹿（令和2年度産）

1,098円

1,699円

1,999円

3,299円

●国内産複数原料米 
無洗米（国内産10割）

（4kg）  （税込1,185.84円）1,098円

5kg

5kg

10kg

10kg

らっきょう・梅・果実酒を
つくりませんか

6月9日㈬〜6月13日㈰
広告の品が万一品切れの節はご容赦下さい。

店舗により一部取り扱っていない商品があります。数量制限はありません。あけぼの祭!


