
他にも店内超お買得品が満載!!気合の商品、続々入荷中！

●5個入り豚まん
●5個入りあんまん
●5個入りカレーまん
  （税込204.12円）189円

●タカノフーズ 北海道小粒納豆
（40g×３）  （税込74.52円） 69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
ヤマク 
●甘酒（無添加）生姜入りストレート
●甘酒（無添加）ストレート

（各1000ml）  （税込430.92円） 399円

●炊き込みご飯の具 さつまいもと落花生
●ごろっと素材の炊き込みご飯の具
黒豆と銀杏

（各150g）  （税込63.72円） 59円
●丸大食品 
ビストロ倶楽部 濃厚カレー
・甘口 ・中辛 ・辛口 （税込322.92円） 299円

備後 ●旨えびキムチ（420g）
●旨いかキムチ（300g）
 （税込214.92円）199円

●一口糸こんにゃく
（10本入）  （税込105.84円） 98円

●ひとくちすじ棒
（10本入）  （税込96.12円） 89円

●湧水フーズ 糸こんにゃく
（300g）  （税込105.84円） 98円
●湧水フーズ
 本物生芋手造りこんにゃく

（150ｇ×2個）  （税込213.84円）198円

●湧水フーズ 頭付き糸こんにゃく
（500g）  （税込214.92円）199円
伊藤ハム 
●いきいき新鮮スライスベーコン
●いきいき新鮮ロースハム

（各116g）  （税込214.92円）199円

●味の素 
ピュアセレクトコクうま
６５％カロリーカット

（360g）  （税込214.92円）199円
●味の素 
ピュアセレクトマヨネーズ

（400g）  （税込257.04円） 238円

●マルトモ 新鰹だしの素
（1kg）  （税込646.92円） 599円

●マルトモ 新鰹だしの素
（140g×２）  （税込214.92円）199円

有明海苔 ●味付け海苔 
●明太子海苔 ●梅しそ海苔

（各8切40枚）  （税込182.52円）169円

●浦島海苔 おかずのり
（8P）  （税込171.72円）159円

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

●ヤマヒデ お徳用です花かつお
（80g）  （税込214.92円）199円

●ヤマヒデ カツオパックＫ
（2.5ｇ×20Ｐ）  （税込214.92円）199円

●理研 業務用中力粉
（1kg）  （税込192.24円）178円
●理研農産化工 
ホープス薄力小麦粉

（1kg）  （税込192.24円）178円

●ハートフル畑 お好み焼粉
（500g）  （税込213.84円）198円
●ハートフル畑 
ホットケーキミックス

（600g）  （税込193.32円）179円

●マルシン 杵つき名人越後餅
（800g）  （税込430.92円） 399円

日配コーナー

サントリー 
●トリスハイボール
●トリスハイボール
キリッと濃いめ

（各350ml）
  （税込162.80円）148円
●サントリー 金麦

（350ml×6缶）
  （税込834.90円）759円

お酒コーナー

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

●湖池屋 スコーン
・やみつきバーベキュー（78g）
・とろけるクアトロチーズ（78g）
・カリサク濃密海老（75g）
  （税込85.32円） 79円

名糖 ●ぷくぷくたい
●ぷくぷくたいいちご

（各1個）  （税込48.60円） 45円
●ブルボン 
ミニバームロールホワイト　

（180g）  （税込193.32円） 179円

●森永 パックンチョチョコ
（47g）  （税込69.12円） 64円

ブルボン ●チョコあ～んぱん（44g）
●チョコあ～んぱん
キャラメルミルク

（42g）  （税込79.92円） 74円

●シスコ エースコイン
（80g）  （税込85.32円） 79円

●ヒラノTD クッキングシート
（30cm×５ｍ）  （税込141.90円）129円

●旭化成 サランラップ業務用
（30cm×50ｍ）  （税込416.90円） 379円

●旭化成 サランラップ 業務用
（22cｍ×50ｍ）  （税込306.90円） 279円
●プラテック 
キッチンパックＨＢ－２５　

（200Ｐ）  （税込174.90円）159円

●プラテック 手提げゴミ袋45L
（30P）  （税込218.90円）199円

●福助 ポリ袋 ＬＤ２５－４５ 透明
（10枚）  （税込108.90円） 99円

●ポピー ふわRICHトイレット
（12RW）  （税込250.80円） 228円

●日野出 2倍巻キッチンタオル
（4ロール）  （税込327.80円） 298円

●エリス 新・素肌感 多い昼ふつう
・羽なし（26枚×２）
・羽つき（20枚×２）  （税込196.90円）179円

●アサヒ 十六茶ＰＥＴ（630ml）
●アサヒ 三ツ矢サイダー（500ml）
●アサヒ ドデカミンＰＥＴ（500ml）
●カルピスウォーター（500ml）
●カルピスソーダＰＥＴ（500ml）
  （税込85.32円） 79円
●スターナイン 
伊都の天然水 強炭酸水

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

（500ml）  （税込52.92円）
 49円

●スターナイン 糸島強炭酸水
（1.5L）  （税込106.92円） 99円

●明星 麺神カップ 濃香鶏白湯
（98g）  （税込106.92円） 99円

サッポロ一番 ●ポケモン
トマトクリーム風ラーメン（64g）
●ポケモンオニオンコンソメ風

（63g）  （税込96.12円） 89円

●エースコック にんにくまみれ。　
黒マー油豚骨醤油ラーメン

（89g）  （税込106.92円） 99円
マルハニチロ 
●釧路のいわし水煮 ＥＯＫ
●釧路のいわし味付 ＥＯＫ　
●釧路のいわしみそ煮 ＥＯＫ

（各150g）  （税込106.92円）99円
●マルハニチロ 
いわし蒲焼 ＥＯＫ５Ａ

（100g）  （税込116.64円）108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

●富士食品 北海の恵み 鮭ほぐし
（160g）  （税込267.84円） 248円
天長食品 
●ベビーほたて水煮中国産（85g）
●あさり水煮中国産（85g）
●赤貝味付け中国産（100g）
 （税込106.92円） 99円
●天長食品 
いかと里芋の煮物中国産

（150g）  （税込116.64円）108円
●ケロッグ 
ブランフレークプレーン

（250g）  （税込214.92円）199円

●ケロッグ オートミール
（330g）  （税込193.32円）179円

●ネスレ 調整ココア
（180g）  （税込193.32円）179円

●ネスレ ミロ オリジナル
（240g）  （税込278.64円） 258円

●ＡＧＦ ブレンディスティック
・カフェオレ（10.5g×8） 
・カフェオレカロリーハーフ（5.7g×8）
・大人ほろ苦（9g×8） 
・エスプレッソ微糖（6.7g×8）
 （税込160.92円）149円

●ＡＧＦ ブレンディ
インスタントコーヒー袋

（70g）  （税込279.72円） 259円

●ＡＧＦ マキシム 袋
（60g）  （税込322.92円） 299円
●ライジング 
インスタントコーヒーブレイク

（200g）  （税込430.92円） 399円

紀の誉 
●梅林の香り（国産梅）はちみつ
●梅林の香り（国産梅）しそ

（各130g）  （税込214.92円） 199円
紀の誉 
●一口サイズ低塩梅 はちみつ
●一口サイズ低塩梅 しそ　

（各150g）  （税込170.64円）158円

●神尾食品 こりこり小梅
（120g）  （税込170.64円）158円

マルハニチロ 
●金の丼 親子丼（180g）
●金の丼 中華丼（160g）
●金の丼 四川麻婆丼

（180g）
●金の丼 たまご丼（160g）
●金の丼 ビビンパ（100g）

 （税込96.12円） 89円

キッコーマンＳＦ 
●調製豆乳 
●特濃調製豆乳 
●おいしい
無調整豆乳
●豆乳飲料麦芽
コーヒー（各1L）

179円
（税込193.32円）

五木 
●鍋焼えび風味あげ玉入りうどん（213g）
●鍋焼とろろ昆布うどん（210g）
 （税込106.92円） 99円

五木 ●五木庵カレーうどん（225g）
●五木庵ちゃんぽん（170g）
 （税込106.92円） 99円

五木 ●日田風やきそば 
●上海焼きそば

（各362g）  （税込193.32円）179円

五木 ●アベックラーメン（175g）
●アベックラーメンとんこつ（180g）
 （税込106.92円） 99円

五木 ●ちっこいにゅうめん醤油仕立て（90g）
●ちっこいうどん柚子風味（109g）
●ちっこいうどん松茸風味（110g）
 （税込106.92円） 99円
サンヨー食品 
●カップスター ・醤油（72g） ・味噌（79g） 
・旨塩（76g） ・ カリーうどん（82g） ・豚骨（77g） 
●サッポロ一番カップスター
・海老天そば（88g） ・ きつねうどん（68g）  
●オタフクお好みソース味焼そば（127g）
●塩カルビ味焼そば（109g）
 （税込127.44円）118円
永谷園 
●焼豚チャーハンの素（9ｇ×３袋）
●五目チャーハンの素（3袋）
 （税込96.12円） 89円

●永谷園 松茸の味お吸いもの
（3ｇ×4P）  （税込105.84円） 98円

●永谷園 すし太郎 黒酢入り
（198g）  （税込267.84円） 248円
ハチ食品 
●たっぷりミートソース（285g）
●たっぷりナポリタン（285g）
●たっぷりカルボナーラ（260g）
●たっぷり明太子クリーム（260g）
●たっぷりあさりコンソメ（260g）
●たっぷりきのこチーズクリーム（260g）
●たっぷりなすミート（260g）
●たっぷりガーリックトマト（260g）
●たっぷりペペロンチーノ（200g）
 （税込106.92円） 99円
●モルトボーノ 
スパゲティ1.6ｍｍ

（500g）  （税込128.52円）119円
●モルトボーノ 
スパゲティ1.6ｍｍ

（1kg）  （税込246.24円） 228円

●はごろも ペンネ
（160g）  （税込106.92円） 99円

ハチ食品 ●メガ盛りカレー 甘口
●メガ盛りカレー 中辛
●メガ盛りカレー 辛口
●メガ盛りカレー 大辛
●メガ盛りカレー メガ辛
●メガ盛りハヤシ

（各300g） （税込106.92円） 99円

●日の出 新味料 醇良
（800ml）  （税込150.12円）139円
●Ｊオイル 
オリーブオイルＥＸバージン

（200g）  （税込290.52円） 269円

ネスレ ●ゴールドブレンド無糖
●ゴールドブレンド甘さ控えめ
●ゴールドブレンド
カフェインレス（各720ml）

1本

12本ケースで

898円
（税込969.84円）

79円
（税込85.32円）

雑貨コーナー

現金
問屋

お米コーナー

●ハウス うまかっちゃん1食（94ｇ）
●サッポロ一番 塩ラーメン1食
●サンヨー食品 サッポロ一番味噌ラーメン1食

199円
（税込214.92円） 

よりどり3個

100円
（税込108.00円） 

1個

食品コーナー

●鹿児島産ひのひかり一心
●鹿児島産あきほなみ太鹿

2,798円
（税込3,021.84円） 

10kg

1,499円
（税込1,618.92円） 

5kg

2月15日㈬〜2月19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。あけぼの祭!
2月のおすすめ
お買い得品！

梅まつり


