
他にも店内超お買得品が満載!!気合の商品、続 入々荷中！

冷食コーナー

●都城酒造 さつままつり
（180ml）  （税込132.00円）120円
●大口酒造 黒伊佐錦15% カップ

（200ml） （税込187.00円）170円
●サントリー 角ハイボール濃いめ 缶

（500ml）  （税込240.90円） 219円
キリン ●氷結ＺＥＲＯグレープフルーツ缶
●氷結ＺＥＲＯレモン缶

（各350ml）  （税込129.80円）118円
●サントリー トリス クラシック

（700ml）  （税込833.80円） 758円
●中国醸造 ダルマ本みりん

（1800ml）  （税込514.80円）  468円

ポテトチップスＬサイズ
●うすしお味（135g） ●コンソメパンチ（135g）
●のりしお（135g）
●九州しょうゆ（132g）
  （税込170.64円）159円
●三幸製菓 粒より小餅

（90g）  （税込116.64円）108円
三幸製菓 ●ごまとじゃこ（100g）
●ダイズとアーモンド（108g）
 （税込149.04円）138円
ぼんち ●のりぽんすけ（90g）
●綱揚あられドレッシング（80g）
 （税込81.00円）75円
●ブルボン 
プチプライム旨辛チーズサンド

（12個）  （税込52.92円） 49円
●ブルボン プロテインチャージ
えんどう豆スナックうま塩味

（35g）  （税込63.72円） 59円
●津山屋製菓 ぷるり・ゆずはちみつ　

（185g）  （税込193.32円）179円
●JCC ショコラアソート

（120g）  （税込171.72円）159円
●ブルボン ヨーグルトアロエ

（160g）  （税込51.84円） 48円
●おやつC ドデカイラーメン
メープルシロップ味

（66g）  （税込63.72円） 59円
森永製菓 ●ハイチュウミニプチパック（90g）
●ミニムーンライトプチパック（97g）
●ミニチョコチッププチパック（104ｇ）
●チョコボールココアビスプチパック（66g）
●おっとっと うすしお（5袋）
  （税込159.84円）148円
カバヤ ●ドトールカフェショコラ（110g）
●ドトールマカロンクッキー（91g）
●さくさくぱんだファミリーパック（102ｇ）
●フィンガーチョコレート（109g）
 （税込171.72円）159円

しっとり濃厚な味わい! 
遊酪舎 ●しっとりしたちーずけーき
●しっとりとした
かぼちゃのけーき

（各1個）  （税込365.04円） 338円
和田又 和菓子屋のくれーぷ
●ティラミス ●カスタード＆ホイップ
●チョコホイップ＆チョコチップ
●ストロベリー＆粒あん
●抹茶ホイップ＆粒あん
 （税込105.84円） 98円

●エリエ 有機たけのこ水煮
（300g）  （税込203.04円）188円
●マルキン 味しみ板こんにゃく

（400g）  （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

●九州農産 無着色一本漬け
 （税込150.12円）139円
●いわもと 
タイ産スイートコーン

（２本）  （税込182.52円）169円
カネハツ ●サラダに豆！
●サラダに豆！まめ＆ひじき 
●サラダに豆！まめ＆コーン
●乳酸菌が入った蒸しサラダ豆（75g）
●乳酸菌が入った蒸し大豆（100g）
●塩えんどう ＧＡ（140g）
  （税込85.32円）79円
三桃 ●豚まん ●あんまん
●カレーまん（各80g×５個）
  （税込214.92円）199円

●日清フーズ 
フラワー 密封チャック付

（1kg）  （税込214.92円）199円
味の素 ●ほんだし小袋（32g）
●がらスープ スティック（５ｇ×５本）
●コンソメ 顆粒 袋（50g）
  （税込106.92円） 99円
●味の素 旨み調味料 袋

（50g）  （税込139.32円）129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
●浦島海苔 おかずのり

（8P）  （税込182.52円）169円
ヤマヒデ食品 
●お徳用です 花かつお（80g）
●カツオパック Ｋ（2.5ｇ×20）
  （税込214.92円）199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） ・合わせ味噌（104g）
・旨コク豚骨（87g） ・鶏だし塩（87g） ・担担麺（110g）
マルちゃん 
●あじわい豚汁うどん（109g）
●あつあつ牛すきうどん（102g）
●黒い豚カレーうどん（87ｇ）
 （税込106.92円） 99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）
●チキンラーメンどんぶり（85ｇ）
●出前一丁どんぶり（86ｇ）
  （税込116.64円）108円
日清 ●チキンラーメン
●出前一丁 ●焼そば

（各５食）  （税込322.92円） 299円
ダイショー 
●一風堂博多とんこつ赤丸新味
●麺屋武蔵だし醤油味

（各700g）  （税込278.64円） 258円
エバラ プチッと鍋
●素材が引き立つ寄せ鍋（23ｇ×６）
●キムチ鍋（6P） ●豆乳ごま鍋（40ｇ×４）
●ちゃんこ鍋（138ｇ）
  （税込258.12円） 239円
●Ｓ＆Ｂおでんの素

（80g）  （税込106.92円） 99円
●カルピス 
カルピスソーダグレープＰＥＴ

（500ml）  （税込74.52円） 69円
キリン ●午後の紅茶 ストレートティー
●午後の紅茶 ミルクティー
●午後の紅茶 レモンティー
●午後の紅茶 おいしい無糖（各500ml）
●生茶（525ml）
  （税込85.32円） 79円
●キリン 生茶

（２Ｌ）  （税込139.32円）129円
伊藤園 ●熟トマト ●旬野菜 

（各900g）  （税込139.32円）129円
伊藤園 
●充実野菜 緑黄色野菜ミックス
●充実野菜 緑の野菜ミックス
●充実野菜 理想のトマト ＰＥＴ
●充実野菜 キャロット１００

（各740g）  （税込193.32円）179円
●天長食品 赤貝味付 缶

（100g）  （税込106.92円） 99円
●ミツカン 穀物酢ペット

（1.8Ｌ）  （税込322.92円） 299円
ネスレ●ふわラテ 箱
●ふわラテハーフ＆ハーフ箱　
●ふわラテまったり深い味箱

（各30P）  （税込300.24円） 278円
●エバラ バリ旨焼肉のたれ PET

（580g）  （税込214.92円）199円
●永谷園 すし太郎 黒酢入り

（198g）  （税込214.92円）199円

●ワイズ 
ピカ王ＪｒレギュラーＫＺ－１２１
 （税込42.90円） 39円
●ワイズ 水切れよいこちゃんピッチ
 （税込55.00円） 50円
ワイズ DFボディタオル 
●やわらかめ ふつう PK ●ふつう かため BL
  （税込97.90円） 89円
●オルディ プラスプラスＨＤ45Ｌ

（50枚）  （税込196.90円）179円
●オルディ ポリバッグ４５Ｌ

（10P）  （税込86.90円） 79円
●エフピコ ペーパータオル中判

（200枚）  （税込97.90円） 89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174.90円）169円
●エルモア 強力吸収キッチンタオル　

（4Ｒ）  （税込196.90円）179円
●ポピー シュシュトイレットピンク

（16RW）  （税込372.90円） 339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
●服部製紙 除菌・抗菌おそうじシート

（20枚入り）  （税込129.80円）118円
●ネピア 激吸収キッチンタオル

（100カット・４ロール）
  （税込328.90円） 299円
●ポピー ふわRICH2倍巻きトイレット

（12RS/90M）
（12RW/45M）  （税込438.90円）399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） 239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
●ライオン トップ 
クリアリキッド つめかえ用

（720ｇ）  （税込218.90円）199円
●ライオン 香りつづくトップ
ＳｗｅｅｔＨａｒｍｏｎｙ替

（720g）  （税込229.90円） 209円
ライオン トップ
●スーパーＮＡＮＯＸニオイ専用本体
●スーパーＮＡＮＯＸ本体

（各400g）  （税込283.80円） 258円
●ライオン キレイキレイ
薬用液体ハンドソープポンプ

（250ml）  （税込284.90円） 259円
●ライオン キレイキレイ
薬用液体ハンドソープ替え

（200ml）  （税込174.90円）159円
●ライオン キレイキレイ
薬用液体ハンドソープ 替大

（450ml）  （税込328.90円） 299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
花王 フレアフレグランス詰替え 
●フローラルスゥイート ●フラワー＆ハーモニー 
●ジェントル＆ブーケ ●ホワイト＆ブーケ
●リッチフローラル

（各400ml）  （税込239.80円） 218円
ジャパックス 
●手付Ｓ 乳白ＰＲ－２７Ｗ（35P）
●手付Ｍ 乳白ＰＲ－２８Ｗ（25P）
●手付Ｌ 乳白ＰＲ－２９Ｗ（20P）
  （税込97.90円） 89円

雑貨コーナー

Ｐ＆Ｇ ●除菌ジョイコンパクト逆さボトル
●除菌ジョイコンパクト 緑茶 逆さボトル

（各300ml）
  （税込196.90円）179円

●ジャパックス 
Ｗジッパーフリーザーバッグ中

（15枚）  （税込82.50円）75円
●ビックスワロー ＩＨ対応マーブルＰＬＵＳ
ＩＨフライパン

（26cm）  （税込658.90円） 599円
●ヒラノ アルコール除菌ウェットティシュ

（60枚入り３個パック）
  （税込328.90円） 299円
P&G ●さらさ 柔軟剤 詰替え（480ml）
●レノア本格 Ｆフルーティーソープ 本体

（550ml）
  （税込174.90円）159円
●P&G レノア ハピナチュフレ 
ＡＣ＆ＷＦ詰替

（400ml）  （税込152.90円）139円
●P&G レノアリセット 
ヤマユリ＆Ｇブーケ 替

（480ml）  （税込284.90円） 259円
●P&G 
レノア 本格消臭スポーツフレッシュ
シトラスブルー詰替用

（1720ml）  （税込426.80円） 388円
●大和物流 アルミホイル

（25ｃｍ×8ｍ）  （税込64.90円） 59円

●鹿児島産
ミルキークイーン

（5kg） ……………………
●鹿児島
こしひかり（5kg）… 

●鹿児島県産なつほのか
●鹿児島いくひかり
 （各5kg） ………………

●茨城産
あきたこまち
 （5kg） …………………

1,799円
（税込1,942.92円）

1,699円
（税込1,834.92円）

1,599円
（税込1,726.92円）

1,499円
（税込1,618.92円）

令和3年度産
新米祭り!

●夢伊佐ひのひかり（R3年度産10割）
（2kg）  （税込646.92円）  599円
●伊佐ひのひかり（R3年度産10割）

（5kg）  （税込1,726.92円） 1,599円

（10kg）  （税込3,218.40円） 2,980円

●高菜キムチ（150g）
●まるごと生姜（160g）
●ピリ辛高菜漬 ホール（200g）
  （税込54.00円） 50円
●美味沢庵

（１本）  （税込74.52円） 69円
●紀ノ川漬ミニ ●べったら漬ミニ
●梅かつお 半割
 （税込42.12円） 39円
●訳あり紀州南高つぶれ梅しそ風味
●訳あり紀州南高梅はちみつ

（各360g）  （税込538.92円）　 499円

お漬物
蔵出し処分特価！

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
●毎日一杯の青汁 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）

1袋

2袋

売れてます!

売れてます!

食品コーナー

お酒コーナー

お菓子コーナー

日配コーナー

お米コーナー

●CJ bibigo 
甘辛ヤンニョムチキン

（300g）  （税込538.92円） 499円
bibigo ●王餃子肉＆野菜
●王餃子キムチ

（各350g）  （税込430.92円）　  399円

●bibigo 
クリスピーチーズハットク

（３個）  （税込538.92円）　  499円

現金問屋
あけぼの

お米コーナー

10月20日㈬〜10月24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。創業祭

美容に!
大豆

イソフラボン!

売れてます!

Ｉ♡
Ｋフーズ

第1弾


