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価格表示は
本体価格と
税込価格を
併記しております

●山武 塩数の子 アラスカ 特
（500g） （税込3,218.40円）2,980円
●吉商 塩数の子 特々大

（180g） （税込950.40円）  880円
●中外 味付け数の子

（175g） （税込950.40円）880円
●中外 味付け数の子

（50g） （税込321.84円）298円
●ヤマカ 珍味三色（180g）
●ヤマカ 浜焼三色（トレー）（240g）
 （各）（税込537.84円）498円
●マルタ いか黄金（130g）
●マルタ ままかり酢漬
●マルタ 数の子松前
●マルタ 数の子わさび （各）（税込429.84円）398円

●マリンフーズ ボイルズワイ蟹ハーフ
（300g） （税込2,030.40円）1,880円
●日本海 紅ズワイ爪

（300g） （税込1,274.40円）1,180円

●たからや 棒天
（15本） （税込213.84円）  198円
●たからや 手作り薩摩揚げ

（5枚入） （税込311.04円）288円
●たからや さつま揚げ詰め合せ

（280g） （税込300.24円）278円 ●益田 そば（１食）
（150g）…………………………

●益田 大地に感謝そば
……………………………………

●本田商店 奥出雲そば つゆ付き
（2人前）………………………………………（税込537.84円）
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正月飾りコーナー

鏡餅大特価！

キムラフーズ ●徳用小豆甘納豆
●徳用白花甘納豆 ●徳用お好み甘納豆（各220g）
●ごきげん甘納豆

（175ｇ）  （税込181.44円）  168円
豆一番 ●さきいか ●焼するめ

（各78ｇ）  （税込300.24円）278円
●豆一番 あたりめ

（55ｇ）  （税込311.04円）288円
●豆一番 おつまみ 豆紀行

（370g）  （税込321.84円）298円
●ヤスイ 至福のおつまみプレミアム

（240g）  （税込386.64円）358円
●イシザカ 訳ありアソート

（250ｇ）  （税込204.12円）  189円
●泉屋製菓 ミックスナッツ

（12袋）  （税込321.84円）298円
杉本 ●大納言黒 ●大納言白 
●抹茶あずきようかん 

（各400g）  （税込213.84円）  198円
●杉本 栗ようかん

（400g）  （税込224.64円）208円
●オガワ 松白するめ

（1枚）  （税込753.84円）698円
●JCC 甘納豆

（190g）  （税込171.72円）159円

●シンワ 松竹梅紅白祝箸
（５膳）  （税込110.00円）100円
●天然木丸箸（24cm） 松竹梅祝箸

（10膳）  （税込129.80円）118円
●ササガワ 絵入ポチ袋7－943

（５枚）  （税込96.80円）88円
●年賀ポスター干支なし29－845
 （税込437.80円）398円
●マルエス 心佛香 袋

（3束）  （税込82.50円）75円
●サプリコ さぷり香赤

（1P）  （税込41.80円）38円
●日本香堂 毎日香 小型バラ詰

（１個）  （税込405.90円）369円
●日本香堂 青雲 バイオレット バラ詰

（80g）  （税込514.80円）468円
●丸七 CRガスライターハッピ ー3
 （税込102.30円）93円
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●文旦堂 西郷せんべい
（18枚）  （税込810.00円）750円
●文旦堂 西郷せんべい

（8枚）  （税込405.00円）375円
●南海堂 げたんは

（10枚）  （税込214.92円）199円

●宝 本みりん 醸良
（1000ml）  （税込328.90円）299円
●タカラ  
料理のための清酒 ペット

（1L）  （税込437.80円）398円

●大口酒造 黒伊佐錦25% 紙パック
（1800ml） （税込1,428.90円）1,299円
●万世酒造 よかばんな２５% 紙

（1.8L） （税込1,098.90円）999円
●長島研醸 島美人25％紙パック

（1800ml） （税込1,428.90円）1,299円
●東酒造  高砂の峰

（900ml） （税込548.90円）499円

●ヤマシゲ 玄米黒酢
（900ml）  （税込753.84円）698円
●ヤマガミ 川辺味噌

（1kg）  （税込398.52円）369円
●ヒシク 極あまくち専醤

（1L）  （税込538.92円）499円
●唐船峡 めんつゆ

（500ml）  （税込258.12円）239円
●松田水産 
焼生利節 真空パック
  （税込678.24円）628円

●たいまつ食品 お鏡餅まる餅入り橙
（60g）  （税込203.04円）188円
●たいまつ食品 お鏡餅まる餅入りえと　

（60g）  （税込213.84円）198円
●たいまつ食品 鏡餅 謹賀新年 丸もち 小

（120g）  （税込537.84円）498円
●たいまつ食品 お鏡餅 謹賀新年丸もち 中

（330g）  （税込883.44円）818円
●たいまつ食品 お鏡餅 謹賀新年丸もち 中大

（510g）  （税込1,499.04円）1,388円

●サン・シリンダー
カセットボンベ３個パック

（250ｇ×3）  （税込262.90円）  239円
●シンワ ＨＭペーパーコップ 205ml

（30Ｐ）  （税込75.90円）69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
●サラリト アルコールハンドジェル

（500ml）  （税込107.80円）98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
●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
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
●ポピー ふわRichトイレット

（12RW）  （税込218.90円）199円
50カット4R換算119円激安！
●日野出 ２倍巻キッチンタオル

（４ロール）  （税込261.80円）238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
●ハロー ボックスティッシュ　

（280Ｗ ３Ｐ）  （税込218.90円）199円
●ポピー シュシュトイレットピンク

（16RW）  （税込372.90円） 339円
通常巻き12RW換算で194円！激安！
●日野出 2倍巻トイレットペーパー

（50ｍ 12RW）  （税込426.80円）  388円
●ネピア ネピネピティシュ

（150W5P）  （税込218.90円）  199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
●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

●山一 新春飾り舞扇
（１Ｐ）  （税込657.80円）598円
●山一商店 リース飾り華織 K-556
 （税込877.80円）798円
●山一商店 招福飾り獅子舞 K-732
 （税込1078.00円）980円

●ヒラノ 
カーペットクリーナースペアテープ

（３Ｐ）  （税込250.80円）228円
●三菱ホイル

（25cm×８ｍ）  （税込75.90円）  69円
●シモジマ ヘイコーフリーザーバッグ業務用
・S（50枚入り） ・Ｍ（40枚入り）
・L（30枚入り） （税込328.90円）299円
●日野出 完封竹箸おてもと

（100膳）  （税込203.50円）185円
●シンワ ＨＭペーパーコップ 205ml

（30P）  （税込75.90円）69円
●旭化成 クックパークッキングシートL

（30cm×2.5m） （税込107.80円）98円
●カルタス 
フライパン用くっつかないホイル

（6m）  （税込86.90円）79円
エフピコ ●フードパック中深
●フードパック中浅
 （税込360.80円）328円
●エフピコ ＦＰフード大浅

（100Ｐ）  （税込438.900円）399円
●エルヴェール 
ペーパータオルエコセレント

（210ｘ170・200枚）  （税込97.90円）89円
●エルヴェール 
ペーパータオルエコスマート中判

（200枚）  （税込107.80円）98円
尚美堂 ●丸おしぼり（不織布）
●ソフトクリーン平おしぼり（不織布）

（各100枚） （税込305.80円）278円

●マルシン 杵つき名人越後餅
（800g）  （税込430.92円）  399円
●たいまつ 北海道産切り餅おひとつパック

（800g）  （税込430.92円）399円
たいまつ ●杵つきもち おひとつパック（350g）
●杵つきもち おひとつパック丸（390g）
  （税込322.92円）299円
●木村食品 木村の切りもち

（1kg）  （税込322.92円）  299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
●マルタイ しるこ カップ

（45g）  （税込108.00円）100円
●ヒガシマル そば粉

（1kg）  （税込646.92円）599円
●ヒガシフーズ そば粉

（500g）  （税込430.92円）399円
S&B ●一味唐辛子 ●七味唐辛子

（各15g）  （税込106.92円）99円
●協和食品 風味揚玉

（60g）  （税込105.84円）98円
五木食品 ●五木庵天ぷらそば（165g）
●五木庵天ぷらうどん（214g）  （税込74.52円）69円

●大阪昆布 蒸し野菜昆布
（400g）  （税込1,706.40円）1,580円
●大阪昆布 お徳用野菜昆布

（60g）  （税込311.04円）288円
●瀬川食品 貝殻棹前昆布３等

（350g）  （税込1,067.04円）988円

●松田水産 花かつお　枕崎産
（100ｇ）  （税込300.24円）278円
●中西 かつおパックソフト

（3ｇ×5P）  （税込116.64円）108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

●佐藤椎茸園 肉厚香信椎茸（宮崎産）
（30g）  （税込322.92円）299円
●マルトモ 椎茸足付きどんこ（中国産）

（100g）  （税込321.84円）298円

●鹿児島米穀 北海道産あずき
（500ｇ）  （税込429.84円）398円
●米穀 北海道産大正金時豆

（500g）  （税込570.24円）528円
●三和綜合食品 北海道産小豆

（250g）  （税込300.24円）278円
●三和綜合食品 北海道産金時

（250g）  （税込321.84円）298円
●三和 北海道産黒豆

（250g）  （税込343.44円）318円

●金大洋 栗甘露煮 SP 韓国産
（200g）  （税込646.92円）599円
●金大洋 栗甘露煮 SP 韓国産

（400g）  （税込1002.24円）928円
●サンヨー 栗甘露煮中国産袋詰

（150g）  （税込321.84円）298円
●山福 栗甘露煮 瓶

（1100ｇ（固形物650ｇ））
  （税込1,490.40円）1,380円
●ハウス くちなしの実ティーバッグ
 （税込138.24円）128円

●カネセイ食品 国産 うずら卵水煮SP
（6個）  （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
●高橋食品 鹿児島産筍水煮トライカット

（150g）  （税込321.84円）298円
●いわもと れんこんホール
●いわもと れんこんスライス
●いわもと きんぴられんこん水煮

（各240g）  （税込178.20円）165円
カネハツ ●たけのこ土佐煮
●たたき牛蒡 ●れんこん金平
● さつまいも甘煮 はちみつ仕立て

（各400g）  （税込279.72円）259円

●中川 びっく蒟蒻
（500g）  （税込105.84円）98円
●しかや 板こんにゃく

（2枚入）  （税込96.12円）89円
●マルキン 味しみ板こんにゃく

（400g）  （税込63.72円）  59円
●しか屋 切れてる糸こんにゃく

（300g）  （税込74.52円）  69円
●中川 小結しらたき

（10個）  （税込74.52円）69円

●陵川 にしん棒昆布巻 ロング
（400g）  （税込419.04円）388円
●陵川 たらこ棒昆布巻 ロング

（400g）  （税込419.04円）388円
●陵川 たらこ昆布巻

（120g）  （税込108.00円）100円
●陵川 にしん昆布巻

（120g）  （税込108.00円）100円
●かねだい 
さば昆布巻

（3本入）  （税込300.24円）278円

●関屋 生 松竹梅かまぼこハーフセット
  （税込321.84円）   298円
●スギヨ 慶祝伊達巻

（320g）  （税込429.84円）398円
●かねぶん梅屋 豆きんとん（85g）
●かねぶん梅屋 お多福豆（110g）
●かねぶん梅屋 昆布巻（100g）
●かねぶん梅屋 田作り（50g）
●かねぶん梅屋 福えび（60g）
  （税込321.84円）  298円
●梅屋 北海黒豆

（75g）  （税込321.84円）298円
●菊池 栗きんとん（栗8粒）

（200g）  （税込645.84円）598円
●菊池 丹波黒黒豆（特大粒）

（185g）  （税込429.84円）398円

●伊藤ハム 和みの宴ホワイトロースハム
（380g）  （税込842.40円）780円
●伊藤ハム 和みの宴パストラミロースハム

（380g）  （税込842.40円）780円
●伊藤ハム 和みの宴ロースハム

（380g）  （税込842.40円）780円
●伊藤ハム 特選ホワイトももハム

（330g）  （税込842.40円）780円
●伊藤ハム 焼豚一番

（540g）  （税込842.40円）780円
●伊藤ハム しっとりやわらか焼豚

（310g）  （税込626.40円）580円
●伊藤ハム 彩食紀行つるし燻しベーコン

（245g）  （税込518.40円）480円

●くらこん おまめ亭 白花豆（105g）
●くらこん おまめ亭 きんとき豆（95g）
●くらこん おまめ亭 こんぶ豆（115g）
●くらこん おまめ亭 黒豆（95g）
  （税込85.32円）  79円
●カモ井 味まめ 徳用袋

（210g）  （税込204.12円）189円
●和田 金時豆
●和田 白花豆
●和田 茶花豆

（各400g）  （税込322.92円）  299円
●和田 黒豆

（400g）  （税込473.04円）438円

●内之倉 焼えび（国内産）
（30g）  （税込289.44円）268円
●内之倉 焼えび 国内産

（70g）  （税込537.84円）498円
●内之倉 焼えび（有頭）　

（50g 4尾）  （税込950.40円）880円
●内之倉 たれゴマメ

（80g）  （税込429.84円）398円

63円　　　118円
168円　　　298円

498円
（税込181.44円）

（税込68.04円）

（税込321.84円）

（税込127.44円）

（税込540.00円）  500円
よりどり2袋

切
り
餅

1,898円
（税込2,049.84）

（税込483.84円）
448円 1,499円 2,880円

5,000円

（税込1,618.92円） （税込3,110.40円）

（税込5,400.00円）

（2kg）
 （税込862.92円）799円

（5kg）
 （税込1,618.92円）1,499円

（10kg）
 （税込3,110.40円）2,880円

（2kg）
 （税込862.92円）799円

（5kg）
 （税込1,618.92円）1,499円

（10kg）
 （税込3,110.40円）2,880円

●小川屋 ゆで年越そば
（5食）……………………………………………（税込429.84円）398円
●迫田 そば切り（10割そば）

（300g）…………………………………………（税込321.84円）298円

新米

鹿児島産 あきほなみ太鹿

鹿児島産 ひのひかり一心

とれたて新米が大特価！

5kg

2袋

1kg
5kg 10kg

新米 佐賀産 ヒヨクモチ米 一等米限定あきたこまち

（税込127.44円)
●火乃国 餅とり粉

（400g）…… 118円
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12月31日㈮
〜

水煮

鹿児島厳選品
食品コーナー

酒コーナー

菓子コーナー

地元で愛されている本物の逸品!お土産にもどうぞ!

12月29日（水）入荷

〜菓子コーナー〜

食
品
コ
ー
ナ
ー

日
配
コ
ー
ナ
ー

年末お役立ち品!

正
月
商
材
コ
ー
ナ
ー

売れてま
す!

かごんまの味!


