
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

●万世酒造 
よかばんな２５% 紙パック

（1.8L）  （税込1,098.90円） 999円

●中国醸造 女子梅酒部8°
さわやかでおいしい

（2L） （税込658.90円） 599円

●寶 極上レモンサワー 丸おろしレモン
●贅沢搾り りんご ２１期間限定 缶

（各350ml）  （税込108.90円） 99円

●NSIN チョコパイ
（10個）  （税込193.32円）179円
●ブルボン 
シルべーヌミルクショコラ
  （税込171.72円）159円
ブルボン 
●ミニベイクドチーズケーキ（120g）
●ミニ濃厚宇治抹茶ブラウニー（128g）
●ハイショコラセレクション
FSCVS（153g）
  （税込198.72円）184円

正栄デリシィ ●麦チョコ（70g）
●コーンチョコ（60g）
●ピーナッツブロックチョコ（70g）
  （税込79.92円）74円

湖池屋 スコーン
●食塩不使用 濃密野菜 -10種の野菜-（67g）
●やみつきバーベキュー（75g）
●とろけるクアトロチーズ（75g）
  （税込74.52円） 69円

森永 ●チョコボールピーナッツ（28ｇ）
●チョコボールキャラメル（28ｇ）
●チョコボールいちご（25ｇ）
  （税込63.72円） 59円

●ＪＣＣ チョコスナック
（18本入）  （税込150.12円）139円
●フリトレー 
マイクポップＣしあわせバター

（45g）  （税込84.240円）78円

おやつＣ つナック
●こってりソースマヨ味
●なつかしカレー味

（各52g）  （税込74.52円）69円

●木村 むき甘栗
（80g）  （税込89.64円） 83円

●木村 有機むき甘栗Ｎ
（240g）  （税込289.44円） 268円

イケダパン ●キングチョコ
●フインガーロール
  （税込64.80円） 60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
●乳酸菌チョコけーき

（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

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
●中川 
旨みだしおでん（2～3人前）

（1kg）  （税込430.92円） 399円
●いわきり 
豆腐屋さんのおでんセット

（11個）  （税込214.92円）199円

丸大食品 ●新鮮ハーフベーコン３連　
●新鮮ロースハム３連
  （税込193.32円）179円
●丸大食品 
味の主演ウインナー２束

（160g）  （税込171.72円）159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

●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

●理研 キャノーラ油
（1000ｇ）  （税込322.92円） 299円
●ミツカン 
いろいろ使えるカンタン酢

（500ml）  （税込214.92）199円

天長 ●トマト缶カット（イタリア）　
●トマト缶ホール（イタリア）　

（各400g）  （税込85.32円）79円

●森永製菓 ホットケーキミックス
（600g）  （税込246.24円） 228円

●くらこん お徳用塩こんぶ 大
（58g）  （税込150.12円）139円

●加藤産業 鶏ガラスープの素
（60g）  （税込106.92円） 99円

スドー ●紙パックストロベリージャム
●紙パックブルーベリージャム
●紙パックママレード
●紙パックピーナッツクリーム
●紙パックチョコクリーム

（各135g）  （税込96.12円） 89円

●みすず こうや豆腐
（135g）  （税込213.84円）198円

Ｓ＆Ｂ ●おろし生わさび（43g）
●ねりからし（43g）
●おろし生しょうが（40g）
●おろし生にんにく（43g）
 （税込85.32円）79円

●マルトモ 新鰹だしの素
（1kg）  （税込602.64円） 558円

イチビキ ●キムチ鍋つゆ ストレート
●ちゃんこ鍋つゆ ストレート
●豚みそ鍋 ストレート
●寄せ鍋つゆ ストレート

（各750g）  （税込182.52円）169円

ヤマキ ●地鶏だし塩鍋つゆ
●鰹荒節の奥深いだし 寄せ鍋つゆ
●黒豚だし醤油鍋つゆ

（各700g）  （税込203.04円）188円

ダイショー ●もつ鍋スープ醤油味（750g）
●もつ鍋スープ味噌味（750g）
●味噌キムチ鍋スープＲ１８（750g）
●野菜鍋 もやし鍋スープ（750g）
●ココ壱番屋 カレー鍋スープ（750ml）
●一風堂博多とんこつ赤丸新味（700g）
●麺屋武蔵だし醤油味（700g）
 （税込278.64円） 258円

ミツカン 〆まで美味しい
●ごま豆乳鍋つゆストレート
●キムチ鍋つゆストレート
●寄せ鍋つゆストレート　
●焼あごだし鍋つゆストレート
●濃厚みそ鍋つゆストレート

（各750g）  （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

東洋水産 マルちゃん ●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）
●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

イチビキ ●甘さすっきりのぜんざい
●甘さすっきりの栗ぜんざい 袋
●糖質カロリー５０％オフぜんざい

（各150g）  （税込74.52円） 69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

●ニチネン マイボンベ Ｌ
（250ｇ×３）  （税込251.900円） 229円

●サラリト アルコールハンドジェル
（500ml）  （税込107.80円）98円
ＦＤＫ 
●アルカリ単３形ＬＲ６（１０Ｓ）ＴＯＰＶ２
●アルカリ単４形ＬＲ０３

（１０Ｓ）ＴＯＰＶ２
  （税込218.90円）199円
ＦＵＪＩＴＳＵ
●マンガン単１ Ｒ２０ＰＵ（２Ｓ）
●マンガン単２ Ｒ１４ＰＵ（２Ｓ）
●マンガン単３ Ｒ６ＰＵ（４Ｓ）

（各1個）  （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

●ネピア ふわRICH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
●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

●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 香りつづくトップ
ＳｗｅｅｔＨａｒｍｏｎｙ替

（720g）  （税込228.80円） 208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

Ｐ＆Ｇ ●アリエールジェルボール４Ｄ 本体
●アリエールジェルボール４Ｄ
部屋干し用本体

（各12個）  （税込328.90円） 299円

Ｐ＆Ｇ レノア １ｗｅｅｋ替
●フレッシュグリーン ●フローラルＦソープ
●スポーツＸＦシトラスブルー 
●スポーツＸＲエアリーＦ 
●部屋干花とおひさま

（各400ml）  （税込251.90円） 229円

Ｐ＆Ｇ ●除菌ジョイコンパクト替
●除菌ジョイコンパクト緑茶替

（各400ml）  （税込251.90円） 229円

Ｐ＆Ｇ ●除菌ジョイコンパクト緑茶特大
●除菌ジョイコンパクト特大

（各700ml）  （税込372.90円） 339円

Ｐ＆Ｇ ●ファブリーズ除菌プラス
●ファブリーズＷ除菌緑茶成分入
●ファブリーズ除菌
無香料アルコール成分入本体

（各370ml）  （税込350.90円） 319円

雑貨コーナー

パンコーナー

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

●ポピー マルチペーパータオル
（200枚 3個パック）  （税込306.90円） 279円

●ネピア やさしい
プレミアムＧｅｎｋｉ！パンツ
・Ｍ（58枚） ・Ｌ（44枚） ・Ｂ（38枚） 
  （税込1,078.00円） 980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

●茨城県産コシヒカリ
（R2年度産10割）
（5kg）  （税込1,510.92円）1,399円

●栃木県産ひとめぼれ
（R3年度産10割）
（5kg）  （税込1,510.92円）1,399円

●無洗米（国内産10割）
（4kg）  （税込1,078.92円）  999円

●ニチレイ ふかひれスープ
（100g）  （税込96.12円） 89円

●ネスカフェ ゴールドブレンド
（80g）  （税込538.92円） 499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

●マリンフード 
とろけるチーズフォンデュ

（200g）  （税込322.92円） 299円

●香り立つ燻製チーズブレンド
（120g）  （税込214.92円）199円

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

よりどり
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

現金問屋
あけぼの

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

11月17日㈬〜11月21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3弾

服部製紙 
●フローリングクリーナー
ＡＬＰ－２（15Ｐ）
●レンジ＆冷蔵庫用クリーナーＷ－１

（20枚）
●IHガスコンロ用クリーナー（20枚）
●ＮＰＦ－9除菌ウェットタオル20枚）
地球の王様 
●食卓＆リビング用クリーナー（20枚）
●キッチンアルコール除菌クロス（15枚）
●窓ガラス＆網戸用クリーナー
●洗面台＆鏡用クリーナー（20枚）

  （税込86.90円）79円

●服部製紙 ＡＬＰ－２７
除菌・抗菌おそうじシート

（20枚）  （税込129.80円）118円
服部製紙 
●ｓｎｄｅｋ油汚れそうじクロス
●ＳＮＤＥＫ重曹フローリング掃除クロス
●重曹キッチンそうじクロス

（各20枚）  （税込206.80円）188円

お掃除フェア!


