
他にも店内超お買得品が満載!!気合の商品、続々入荷中！

●水溜 島津梅
（1本）  （税込279.72円）259円
●上園食品 麦味噌漬

（1本）  （税込321.84円）298円
●山川 かつおつぼ漬け

（150ｇ）  （税込116.64円）108円
●山下 黒豚みそ
 （税込214.92円）199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
食品コーナー

食品コーナー

日配コーナー

冷食コーナー

●長嶋研醸 島美人紙パック
（1800ml）  （税込1,460.80円）1,328円
●アサヒ スーパードライ

（350ml×6缶）  （税込1,119.80円）1,018円
●アサヒ クリアアサヒ  ●キリン 本麒麟 缶
●サントリー 金麦 ザ・ラガー 缶

（各350ml×6缶）  （税込768.90円） 699円
●キリン 麒麟 のどごし生

（350ml×6缶）  （税込756.80円） 688円
●中国醸造 ダルマ本みりん 

（1800ml）  （税込514.80円） 468円
●宝酒造 本みりん 醸良

（1000ml）  （税込371.80円） 338円
●宝酒造 本みりん 醇良

（500ml）  （税込316.80円） 288円
●タカラ 料理のための清酒 ペット

（1L）  （税込437.80円） 398円

お酒コーナー

●マルトモ 花どんこ
（150g）  （税込537.84円）498円
●九南 厚肉徳用山成椎茸

（50g）  （税込430.92円）399円
ヤマヒデ ●お徳用花かつお（80g）
●かつおパック（2ｇ×16ｐ）
  （税込214.92円）199円
マルトモ ●かつおパック（2ｇ×16ｐ）
●徳用花かつお（55g）
  （税込193.32円）179円
●有明海苔 
有明海大丸ボトル味付海苔

（８切８０枚）  （税込257.04円）238円
●ヤマナカ 姫ひじき 中

（22g）  （税159.84円）148円
●みすず こうや豆腐

（135g）  （税込246.24円）228円
●永谷園 すし太郎 黒酢入り

（198g）  （税込214.92円）199円
日の出 ●新味料 ●料理酒

（各800ml）  （税込150.12円）139円
●エバラ すき焼きのたれマイルド

（500ml）  （税込257.04円）238円
エバラ 
●黄金の味 甘口 ●黄金の味 中辛

（各590g）  （税込538.92円）499円

●ポピー ふわRichトイレット
（12RW）  （税込218.90円）199円
マルチに使える優れもの！
スコッティ ●ファイン 洗えるタオル（70カット １巻）
絵柄がかわいい1品
●ファイン 洗えるタオル プリント

（１巻）  （税込328.90円） 299円
●ペンギン芯なし超Ｌ 125ｍ Ｗ ２Ｒ
●ペンギン芯なし超Ｌ 250ｍ Ｓ ２Ｒ
               （税込328.90円） 299円
　　　　 ●サン・シリンダー
　　　カセットボンベ SN-250-T3P
　　　　 （3P）  （税込284.90円） 259円
　　　　 ●牛乳石鹼 カウブランド 青箱
　　　　 （85g）  （税込64.90円） 59円
　　　　 ●牛乳石鹼 カウブランド 赤箱
　　　　 （100g）  （税込86.90円）79円
　　　　 ●東邦 ウタマロ石けん
　　　　 （133ｇ）  （税込108.90円）99円

●丸七 CRガスライターハッピー3
 （税込102.30円） 93円
マルエス ●さくら彩々煙少香ミニ寸
●きんもくせい煌々煙少香ミニ寸
●りんご燦々煙少香ミニ寸

（各約105g）  （税込437.80円） 398円
●マルエス 
8色10分ローソク 夢あかり　

（約200g）  （税込833.80円） 758円
●日本香堂 青雲 バイオレット バラ詰 

（125g）  （税込768.90円） 699円
●日本香堂 毎日香 大型バラ詰

（1個）  （税込1,097.80円） 998円
●サプリコ さぷり香赤

（1P）  （税込41.80円） 38円
●日本香堂 青雲 バイオレット バラ詰

（80g）  （税込514.80円） 468円
●カメヤマ 花ふぜい黄白檀
 （税込283.80円） 258円
カメヤマ ●花ふぜい紫煙少香
●花ふぜい桜煙少香
●花ふぜいラベンダー煙少香

（各100g）  （税込385.00円） 350円
●カメヤマ 
ローソク灯しび１０号 極小豆ダルマ
 （税込283.80円） 258円
●カメヤマ カメヤマ徳用豆ダルマＥ

（225g）  （税込437.80円） 398円
カメヤマ ●大ローソク１．５号（225g）
●大ローソク３号
  （税込357.50円） 325円

　雑貨コーナー谷尾 ●さくらあん つぶあん
●さくらあん こしあん

（各600g）  （税込430.92円）399円
谷尾 
●こだわり粒あん ●こだわりこしあん

（各300g）  （税込278.64円）258円
●谷尾 さくらあん茹で小豆（北海道）　

（165ｇ）  （税込116.64円）108円
●谷尾 北海道産ゆで小豆かるあま

（T/1）  （税込257.04円）238円
●鹿児島米穀 北海道産あずき

（500g）  （税込429.84円）398円
●鹿児島米穀 国産大豆

（500g）  （税込311.04円）288円
カタギ 
●いりごま白（160g） ●金いりごま（75g）
 （税込170.64円）158円
●日の出製粉 片栗粉

（300g）  （税込103.68円）96円
●日の出製粉 片栗粉

（500g）  （税込139.32円）129円
●中村食品 北海道きな粉　
 （税込105.84円）98円
●マルキン食品 きな粉

（200g）  （税込95.04円）88円
●白鳥印 だんごの粉

（500g）  （税込354.24円）328円
●小城 団子小粉 国産

（200g）  （税込181.44円）168円
●小城 団子小粉

（500g）  （税込375.84円）348円
●火の国 白玉粉 雪

（130g）  （税込170.64円）158円

服部製紙 地球の王様
●食卓＆リビング用クリーナー（20枚）
●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）
●キッチンアルコール除菌クロス（15枚）
●IHガスコンロ用クリーナー（20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
●リーブル 立体型サージカルマスク個包装
・ホワイト ・ピンク（各40枚）  （税込878.90円）799円
●ＪＰ ゴミ収集袋 半透明 45L

（30P）  （税込163.90円）149円
●ライオン Ｗトラップハエ蚊スプレー

（450ml）  （税込218.90円）199円
●ライオン かとり線香 箱

（30巻）  （税込328.90円）299円
●ライオンケミカル 蚊取り線香 太巻　
 （税込581.900円）529円
●金鳥の渦巻Ｋ 缶

（30巻） （税込878.90円） 799円
●アース ブラックキャップ

（12個）  （税込548.90円） 499円
●鈴木 線香花火

（20本）  （税込97.90円） 89円
●鈴木 あんしん きれいな花火 S
  （税込110.00円）100円
●鈴木 けむりチョコット LL
  （税込327.80円）298円
●鈴木 はなびーチョ XL
 （税込547.80円）498円

激安!
激安!

●エリエ 有機たけのこ水煮
（300g）  （税込279.72円）259円
●高橋食品 鹿児島産筍水煮

（150g）  （税込321.84円）298円
●大平 国産ボイル大豆

（250g）  （税込138.24円）128円
●マルキン 味しみ板こんにゃく

（400g）  （税込63.72円）59円

日配コーナー

伊藤園 ●１日分の野菜パック
●黒酢で活性 パック
●ビタミン野菜パック
●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

（各200ml）
（税込84.24円）78円

（税込754.92円）    699円
マルハニチロ ●くだものたのしいみかん
●くだものたのしい白桃
●くだものたのしいミックス
●くだものたのしいパインナタデココ
●くだものたのしい杏仁みかん

（各230g）
  （税込106.92円）99円

菓子コーナー
ぼんち ●ポンスケのり味 ●ポンスケあまから

（各85g）  （税込85.32円）79円
七尾製菓 ●フレンチパピロ（90g）
●フレンチ抹茶パピロ（80g）
  （税込86.40円）80円
シスコ ●チョコフレーク（80g）
●チョコフレーク至福の贅沢カカオ（63g）
●クリスプチョコ（8個）
 （税込84.24円）78円
ブルボン ●食後のデザート・ミックス ・みかん ・白桃 
・ぶどう&ナタデココ ・ヨーグルト味（各160g）
●食後の0kcalマスカット味

（160g）  （税込85.32円）79円
佐藤 ●５個 水ようかん　
●５個 抹茶入り水ようかん　
  （税込193.32円）179円
しんこう ●シンプルミニ フルーツアソート　
●シンプルミニ フルーツヨーグル　

（各45ml×10）  （税込100.44円） 93円
●木村 徳用姿フライ折れ

（170g）  （税込267.84円） 248円
●でん六 大入１２袋ペアパック

（252g）  （税込494.64円） 458円

●たなか 島原素麺
（500g）  （税込193.32円）  179円
●ヤマダ 
カネクラ印手延べ素麺10束

（500g）  （税込322.92円）    299円
●マルツネ 揖保乃糸 上級 10束（新）

（500g）  （税込516.24円） 478円
●ヒガシマル 徳用ひやむぎ　袋

（1kg）  （税込214.92円）199円
●日清 信州更科 信州そば

（200g）  （税込85.32円）79円
●ヒガシマル 
早ゆでタイプやまいもそば

（540g）  （税込203.04円）188円
ヒガシマル ●うどん丸 ●うどん平

（各220g）  （税込106.92円）99円
●唐船峡 めんつゆ

（500ml）  （税込258.12円） 239円
●唐船峡 めんつゆ

（1000ml）  （税込430.92円） 399円
●ヤマエ 高千穂峡つゆ
・あごだし・甘口・うまくち・椎茸
（各500ml）  （税込278.64円） 258円
やま磯 わさび薬昧・卓上

（46g)  （税込278.64円） 258円
●カタギ わさび薬味

（40g)  （税込108.00円）100円
●カンピー ツナフレーク（かつお）　

（３缶）  （税込214.92円） 199円
●極洋 ライトツナまぐろ油漬

（70g×3）  （税込258.12円）239円
●ミッドランド 
ポークランチョンミート

（300g）  （税込322.92円）299円
五木 ●おいしいざるうどん（180g）
●おいしい冷やし中華レモン（220g）
●おいしい冷やし中華ごまたれ（220g）
●おいしいざるそば（180g）
●おいしい茶そば（160g）
 （税込106.92円） 99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 ・甘口 （235g） ・中辛 （236g）
●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
●伊藤園 香り薫るむぎ茶TB

（54袋）  （税込171.72円） 159円
●キーコーヒー リキッドコーヒー
・無糖 ・微糖（各1L）  （税込214.92円）199円

●アサヒ ドデカミン ＰＥＴ（500ml）
●アサヒ 三ツ矢サイダー（500ml）
●カルピス カルピスウォーター（500ml）
●カルピス カルピスザリッチ ＰＥＴ（490ml）
●アサヒ 十六茶 ＰＥＴ（630ml）

 （税込74.52円）　 69円

飲料フェア!!
毎日の水分補給やティータイムに !

●しんこう フルーツ果汁 100％　
（45ml×10）  （税込182.52円）169円
●マンナン 蒟蒻畑 袋
・ぶどう味 ・りんご味 ・白桃味 ・温州みかん味 ・レモン味
（各25g×12個）  （税込139.32円）129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 ・パイナップル味 
・メロン味（各24g×８）  （税込128.52円）119円

サツマ芋、お米を発酵させた、長寿の島 奄美の伝統発酵飲料  
植物性乳酸菌が豊富なミキは、別名　お米のヨーグルト
美容、健康、長寿、夏バテ防止！熱中症予防にも！   

●花田 花田のミキ
（1000ml）  （税込430.92円）399円

バイヤーおすすめ大特価!!

1本

12本組1ケース

●アサヒ おいしい水六甲 ＰＥＴ
（2L） （税込85.32円）　 79円
●アサヒ 十六茶 ＰＥＴ（2L）
 （税込116.64円）　108円
●アサヒ 三ツ矢サイダー（1.5L）

 （税込116.64円）　108円
カルピス 
●カルピスウォーター ●カルピスソーダ
●ぐんぐんグルト３種の乳酸菌ＰＥＴ

（各1.5L）
 （税込127.44円） 118円
カルピス●カルピス 希釈用　
●カルピス糖質60％オフ 希釈用
●カルピス完熟巨峰 希釈用

（各470ml） （税込278.64円） 258円
●大塚製薬 オロナミンＣドリンク

（120ml×10）  （税込754.92円） 699円
●大塚製薬 ポカリスエット

（500ml）  （税込96.12円） 89円
●大塚製薬 ポカリスエット

（900ml）  （税込127.44円）118円
●大塚製薬 ポカリスエット粉 １Ｌ用

（5P）  （税込430.92円） 399円
●大塚製薬 ポカリスエット

（1.5L）  （税込203.04円）188円
●大塚製薬 イオンＷ

（500ml）  （税込106.92円） 99円
伊藤園 ●お～いお茶 PET
●お～いお茶 濃い茶 PET
●健康ミネラル むぎ茶

（各600ml）  （税込74.52円）   69円
伊藤園 ●おーいお茶 緑茶
●おーいお茶濃い味

（各2L）  （税込139.32円）129円
●伊藤園 健康ミネラルむぎ茶ＰＥＴ

（2L）  （税込127.44円）  118円
ポッカサッポロ 
●がぶ飲みフリーダムエナジー ＰＥＴ
●がぶ飲みメロンクリームソーダ ＰＥＴ
●ＬＥＭＯＮＭＡＤＥ レモネード ＰＥＴ　
●かごしま知覧紅茶無糖 ＰＥＴ

（各500ml）  （税込74.52円） 69円
●ポッカサッポロ スポーツウォーターＰＥＴ

（550ml）  （税込63.72円）   59円
●ポッカサッポロ キレートレモン 瓶

（155ml×６）  （税込386.64円） 358円
●生駒 生駒銘水

（2L）  （税込63.72円） 59円
●財宝 財宝温泉水

（500ml）  （税込84.24円） 78円
●財宝 財宝温泉水

（2L）  （税込192.24円）178円
サンガリア ●伊賀の天然水強炭酸水
●伊賀の天然水強炭酸水レモン

（各500ml）  （税込52.92円）   49円
●サンガリア 伊賀の天然水 強炭酸水

（１Ｌ） （税込85.32円） 79円
（税込862.92円） 799円

サンガリア ●伊賀の天然水 強炭酸水レモン
●伊賀の天然水強炭酸水グレープＦ

（各1L）  （税込85.32円） 79円
サンガリア ●あなたの濃いお茶
●あなたの抹茶入りお茶

（各500ml）  （税込62.64円） 58円

1本

12本組1ケース

売れて
ます!
売れて
ます!

お盆準備品

雑貨コーナー

8月10日㈬〜8月14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。あけぼの夏祭!

●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
●生さしみこんにゃく鰹節

（各220g）  （税込63.72円）59円
●やきやま そうめんこんにゃく

（150g）  （税込85.32円）79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　（税込540.00円）500円
カネハツ 
●サラダに豆！まめ＆ひじき
●サラダに豆！まめ＆コーン
●カネハツ サラダに豆！
●サ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

ギンビス ●ミニアスパラガス６Ｐ
●たべっ子どうぶつバター味６Ｐ

（各150g）  （税込193.32円）179円
森永 
●チョコボールピーナッツプチパック（79g）
●パックンチョチョコプチパック（90g）
  （税込182.52円）169円
●不二家 カントリーマアム(バニラ＆ココア)

（19枚）  （税込214.92円）199円

菓子コーナー

1袋 2袋

落雁大特価販売中 !

かごんま特選品

甘酒は、別名　飲む点滴！
江戸時代には、夏バテ防止の栄養ドリンクだったそうです。
ヤマク ●甘酒（無添加）ストレート
●甘酒（無添加）生姜入りストレート　

（各1000ml）
  （税込430.92円）399円
カネジュウ ●禅あま酒 無加糖
●禅 あま酒 加糖 袋

（各400g）  （税込194.40円）180円
●紀の誉 梅林の香り（国産梅）
・しそ ・はちみつ   （税込214.92円） 199円

猛暑に
注意！ 熱中症対策


