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《お惣菜コーナー》
本格中華惣菜・お弁当 大好評 販売中！！
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12／27 月〜31 金

鮮度抜群!!お値段抜群!!
毎日の日替わり目玉品にこうご期待!!

お正月用のお供え切り花
大量入荷中!

鹿児島産 豚小間切れ
（100g）…………（税込116.64円）

鹿児島産 若鶏モモ肉
（100g）…………………（税込105.84円）

鹿児島産 若鶏ムネ肉
（100g）…………………（税込62.64円）

108円
98円
58円

今年最後の
大特価セール!!
毎日の目玉品にびっくり!!

こうご期待!!

12／27 月〜31 金
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鹿児島産 いちご
（1パック）…（税込537.84円）

熊本産 干し柿
（1パック）…（税込537.84円）

フィリピン産 バナナ
（1カット）…（税込105.84円）

愛媛産 横野柿
（1パック）…（税込321.84円）

498円
498円

98円
298円

九州産 ●トマト（1パック）
●レタス（1玉）
鹿児島産 ●白菜（1玉）
●深ねぎ（1束）………

98円
（税込105.84円）

ま
る
の
青
果

鹿児島産 大根
（1本）…（税込105.84円）

熊本産 人参
（1袋）…（税込105.84円）

鹿児島産 新じゃがいも
（1袋）…（税込213.84円）

フィリピン産 バナナ
（1袋）…（税込95.04円）

熊本産 みかん
（1袋）…（税込213.84円）

青森産 ふじりんご
（1袋）…（税込429.84円）

98円
98円

198円
88円

198円
398円

他、店内にて正月商品大特売!!

【騎射場店】　年末年始営業時間のご案内
12月28日㈫〜30㈭ 12月31日㈮ 1月1日㈯ 1月2日㈰ 1月3日㈪ 1月4日㈫〜
8時〜20時 8時〜20時 休 休 9時〜20時 通常営業

現金
問屋 正社員・パート募集!

詳細は各店舗までお問い合わせ下さい。あけぼの騎射場店 ☎099-285-2200 営業時間

9：00〜20：00
（平日・日・祭日）（騎射場電停そば）

〜一年間のご愛顧に感謝を込めて、超お買得品を多数取り揃えました〜

●ブルボン アルフォートミニチョコレート
（12個）  （税込74.52円）  69円
不二家 ●ルックアラモード（12粒）
●アンパンマンミニミニチョコレート（15粒）
 （税込74.52円）  69円
●豆一番 黒糖柿ピー（90g）
通常価格188円（税込203.04円）の品を  （税込106.92円）  99円
三幸製菓 ●越後樽焼旨み塩（96g） 
●越後樽焼しょうゆ（96g）
 （税込85.32円）  79円
三幸製菓 ●雪の宿サラダ（24枚） ●三幸の柿の種（144g）
●三幸の柿の種梅ざらめ（131g）
  （税込106.92円）99円
●JCC 18本チョコスナック

（18本）  （税込150.12円）139円
●ＮＳＩＮ チョコパイ

（10個）  （税込193.32円）179円
シスコ ●チョコフレークプチパック（96g）
●ココナッツサブレミニファミリーパック（120g）
 （税込235.44円）218円
ブルボン ●ミニビットアソートＦＳ（165g）
●アルフォートファミリーサイズ（199g） 
 （税込213.84円）  198円
豆一番 ●バタピー ●柿バタピー

（各500g）  （税込321.84円）298円
ブルボン ●ジャネットしお味（104ｇ）
●ジャネットコンソメ味（100ｇ）
 （税込150.12円） 139円
●YBC チップスターSうすしお

（50g）  （税込74.52円）    69円
ブルボン ●チョコチップクッキー（9枚）●バタークッキー（9枚）
●チョコ＆コーヒービスケット　（24枚）
●チョコダイジェスティブビスケット（17枚）
  （税込89.64円）83円
●ブルボン 味ごのみファミリー

（130g）  （税込193.32円）179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
●中国醸造 ダルマ本みりん

（1800ml）  （税込514.80円）468円
●アサヒ スーパードライ

（350ml）  （税込195.80円）178円
●麒麟 のどごし生

（350ml）  （税込130.90円）119円
タカラ ●焼酎ハイボール ドライ 缶
●焼酎ハイボール レモン 缶 

（各350ml）  （税込108.90円）   99円

●山下 黒豚みそ
 （税込214.92円）199円
●やきやま 博多おでん徳用

（1300g）  （税込862.92円）799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
●しか屋 大きく切った三角こんにゃく

（800g）  （税込203.04円）188円
●カモ井 Ｔ しいたけ昆布（甘口）袋

（１kg）  （税込538.92円）  499円
●カモ井 きんぴられんこん

（１kg）  （税込430.92円）399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
マリンフード ●かけるチーズ（220ｇ）
●香り立つ燻製チーズブレンド（120g）
  （税込214.92円）  199円
●マリンフード 
バーガー用スライスチーズブレンド

（15ｇ×7枚）  （税込128.52円）119円
●マリンフード モッツァレラチーズブレンド

（300ｇ）  （税込258.12円）239円

●いわきり 焼き豆腐
（300ｇ）  （税込116.64円）108円
いわきり ●にがりもめん厚揚げ（150ｇ×3）
●とうふ揚（4枚入り）
 （税込105.84円）98円
●かわい食品 長豆
 （税込108.00円）100円
●南日本フーズ ささ切りごぼう

（120g）  （税込116.64円）108円
●中川 旨みだしおでん（2～3人前）

（1kg）  （税込430.92円）399円

●オルディ ポリバッグ 45Ｌ
（10P）  （税込86.90円）79円
●ワコー ワイズ ピカ王ビッグ　
 （税込174.90円）159円
ワイズ ●抗菌ネットスポンジ
●抗菌キッチンハードスポンジ

（各5P）  （税込93.50円）85円
●プラテック 雑巾一番

（5P）  （税込176.00円）160円
●プラテック 雑巾一番

（10枚）  （税込335.50円）305円
オルディ ●ネット水切り排水口用
●プラスプラスネオ水切りネット三角コーナー

（35枚）  （税込91.30円）83円
●ジャパックス ごみ箱底置いたままポリＳ

（20Ｐ）  （税込97.90円）89円
●ジャパックス ごみ箱置いたままポリＭ　

（20Ｐ）  （税込137.50円）125円
●ジャパックス ごみ箱置いたままポリＬ

（20Ｐ）  （税込152.90円）139円
●シスポ ネットスポンジＺＫＧ－７

（５個）  （税込75.90円）69円
●ヒラノTD 不織布カットふきん

（42回）  （税込218.90円）199円
ロケット ●フルーツ酸配合 フレッシュ
●マイキッチン ブリーチ　

（各600ml）  （税込75.90円）  69円
●シモジマ 布テープＥ

（50ｍｍＸ25ｍ）  （税込174.90円）159円
●旭化成 新サランラップ

（30cmX20ｍ）  （税込163.90円）149円
●ライオン 固めてガチットポイ

（５Ｐ）  （税込97.90円） 89円

伊藤園 ●お～いお茶ペット・緑茶 ・濃い茶（各525ml）
●健康ミネラル むぎ茶

（600ml）  （税込74.52円）69円
●スターナイン 伊都の天然水 強炭酸水

（500ml）  （税込42.12円）39円
●谷尾食品 北海道産ゆで小豆かるあま

（Ｔ1）  （税込257.04円）238円
日の出 ●新味料 醇良 ●料理酒 醇良　

（各800ml）  （税込150.12円）139円
●フンドーキン 白だし

（1.5L）  （税込322.92円）  299円
●イチビキ あわせだし白だし ペット　

（1L）  （税込182.52円）169円
富士甚 ●初茜甘口 ●うすくち

（各1.5L）  （税込322.92円）299円
●日清 信州更科 信州そば

（230g）  （税込85.32円）79円
ヒガシフーズ ●うどん 丸 ●うどん 平

（各220g）  （税込106.92円）99円
●エバラ すき焼のたれマイルド

（500ml）  （税込214.92円）199円
味の素 ●ピュアセレクトマヨネーズ（400g）
●ピュアセレクトコクうま６５％カロリーカット

（360g） （税込182.52円）169円
●浦島海苔 おかずのり

（8P）  （税込182.52円）169円
●Ｓ＆Ｂ おでんの素

（80g）  （税込106.92円）99円
ヒガシマル ●長崎皿うどん（120.8ｇ）
●海鮮皿うどん（121.6ｇ） （税込96.12円）89円
ひかり味噌 ●おいしさ選べるスープはるさめ（10食）
●おいしさ選べるはるさめ アジア紀行（8食）
●おいしさ選べるはるさめ ヨーロッパ（8食）
 （税込182.52円）169円
ネスカフェ ●エクセラ ふわラテ ３０Ｐ（237g）
●エクセラふわラテハーフ＆ハーフ（135g）
●エクセラふわラテまったり深い味（225g）
 （税込300.24円）278円
●マルハニチロ いわし蒲焼 ＥＯＫ５Ａ

（100g）  （税込106.92円）99円
●カゴメ トマトケチャップ

（500g）  （税込170.64円）158円
●ＡＧＦ ブレンディＳＴＫ
・エスプレッソオレ ・カフェオレ ・大人のほろにが 
・カフェオレカロリーハーフ ・紅茶オレ ・甘さなし（各8本）
・ココアオレ ・抹茶オレ（各6本）
  （税込150.12円）148円
●イトメン チャンポンめん

（５食）  （税込214.92円）  199円
●イトメン カップチャンポン

（82g）  （税込106.92円）99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）
●黒い豚カレーうどん（87g）
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）
 （税込106.92円）   99円
サンポー ●焼豚ラーメン（94g） ●高菜ラーメン（97g）
●長崎ちゃんぽん（92g） ●久留米ラーメン（88g）
●ごぼう天うどん（93g）
 （税込106.92円）99円
●ネスレ 調整ココア

（180g）  （税込170.64円）158円
●ミツカン いろいろ使えるカンタン酢

（500ml）  （税込214.92円）  199円
永谷園 ●お茶づけ海苔 ８袋入（48g）
●さけ茶づけ ６袋入（34.8g）
●梅干茶づけ ６袋入（33.6g） （税込171.72円）159円
●クノールカップ
・コーンクリーム ・つぶたっぷりコーン 
・ポタージュ（各8P）  （税込290.52円）269円
●味の素 ほんだし

（120g）  （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
●カンピー ツナフレーク（かつお）

（３缶）  （税込214.92円）199円
●エバラ バリ旨焼肉のたれ PET

（580g）  （税込214.92円）199円
●味の素 ＫＫコンソメ 固形２１個入

（111.3ｇ）  （税込246.24円）228円
アサヒ ●十六茶 ＰＥＴ（2L）
●三ツ矢サイダー（1.5L） （税込116.64円）108円
サントリー ●緑茶伊右衛門（手売り用）（525ml）
●伊右衛門京都ブレンドペット（600ml）
 （税込74.52円）  69円

食品コーナー

●ジャパンファーム 桜島鶏肉だんご
（400g）  （税込214.92円）  199円
●トリゼン 国産鶏だんご

（1kg）  （税込322.92円）299円
●イートアンドフーズ 大阪王将 ぷるもち本餃子

（285g）  （税込193.32円）  179円
●イートアンドフーズ 大阪王将 羽根つき餃子　

（314g）  （税込182.52円）  169円
●ジャパンファーム 美味フライドチキン2021

（500g）  （税込322.92円）   299円
●ジャパンファーム 桜島鶏骨なしフライド

（10枚）  （税込646.92円）599円

あけぼの歳末大感謝セール!!あけぼの歳末大感謝セール!!
旬の食材を豊富に品揃え!!
毎日! 新鮮! 激安! 

歳末生鮮大市!! チラシ商品以外にも、その日の市場より
日替わり超目玉品が盛りだくさん!!

生鮮コーナー

花王 ●強力カビハイターハンディスプレー
●キッチン泡ハイターハンディスプレー（各400g）
●マジックリンハンディスプレー
●ガラスマジックリンハンディスプレー
●かんたんマイペットスプレー

（各400ml）  （税込239.80円） 218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 ●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（20枚）
●洗面台＆鏡用クリーナー（20枚） 
  （税込86.90円）   79円
●ＴＨＴ Ａｇ＋オレンジ除菌トイレクリーナー

（30枚ｘ２Ｐ）  （税込162.80円）148円
オルディ ●プラスプラスＨＤ 45Ｌ（50枚）
●パワーバッグ45L透明0.03ｍｍ（30P）
 （税込196.90円）179円

年末大掃除フェア!

売れてます!


