
《お惣菜コーナー》本格中華惣菜・お弁当  大好評 販売中！！

199円
（税込218.90円）

299円
（税込328.90円）

179円
（税込196.90円）

まとめ買いOK!! お一人様何個でもどうぞ!! 早いもの勝ち!! 売り切れ御免!!
3月15日（水）〜 3月19日（日）  5日間限り!!　良い品を安く！毎日！新鮮！激安！

179円
（税込193.32円）

永谷園 ●お茶漬け海苔（8袋入り）
●さけ茶漬け
●梅干茶漬

（各6P）

179円
（税込193.32円）

永谷園 生タイプみそ汁徳用
●あさげ
●ゆうげ

（10食入・181ｇ）

499円
（税込538.92円）

Ｊオイルミルズ オリーブ
オイルEXV

（400ｇ）

99円
（税込106.92円）

永谷園 松茸の味お吸いもの
（3ｇ×4P）

358円
（税込386.64円）

日清オイリオグループ 
●キャノーラ油
●サラダ油ポリ

（各1L）

79円
（税込85.32円） 79円

（税込85.32円）

豆一番 黒糖柿ピー
（80g）

ブルボン アルミ羽衣あられ
（47g）

108円
（税込116.64円）

199円
（税込214.92円）

69円
（税込74.52円）

湖池屋 ポテトチップス
●リッチコンソメ
●のり塩 
●うすしお味

（各60g） 

味の素 
ほんだし

（120g）

超!
目玉

118円
（税込127.44円）

99円
（税込106.92円）

139円
（税込150.12円）

味の素 ＣｏｏｋＤｏ
●回鍋肉用（90g）
●青椒肉絲用（110g）
●四川式麻婆豆腐用

（106.5g）
●がらスープ袋

（50g）

サンポー●焼豚ラーメン（94g）
●九州三宝堂高菜博多ラーメン

（97g）
●九州三宝堂長崎ちゃんぽん（92g）
●九州三宝堂久留米ラーメン（87g）
●ごぼう天うどん

（93g）

五木食品●鍋焼えび天うどん（220g）
●鍋焼きつねうどん（210g）
●鍋焼カレーうどん（220g）
●鍋焼すき焼風うどん（235g）
●鍋焼味噌煮込みうどん（249g）
●角鍋焼ちゃんぽん（170g）

118円
（税込127.44円）

799円
（税込878.90円）

大正製薬 リポビタンＤ
鬼滅の刃
ボトル 弐

（100ml×10）

2,598円
（税込2,805.84円）

よりどり
2袋

1,399円
（税込1,510.92円）

1袋

●鹿児島ひのひかり一心
●鹿児島あきほなみ太鹿

（各5kg）

超!
目玉

118円
（税込127.44円）

超!
目玉 湖池屋 KOIKEYA STRONG 

ポテトチップス
・罪深カルボナーラ
・背徳ガーリックマヨ
（各80g）

480円
（税込528.00円）

GP ボックスティッシュ
（150W 5箱組）

ポピー ハナハナキッチン
タオル

（4R 115カット）

エリス 新・素肌感
・多い日の夜羽なし（10枚×２）
・多い日の夜羽つき（9枚×２）
・多い昼ふつう羽なし（26枚×２）
・多い昼ふつう羽つき（20枚×２）

599円
（税込658.90円）

398円
（税込437.80円）

超!
目玉

東ハト 
●5Ｐキャラメルコーン（100g）
●５Ｐポテコ うましお味（115g）
●５Ｐビーノ うましお味（75g）
●５Ｐあみじゃが うましお味

（80g）

399円
（税込430.92円）

228円
（税込246.24円）

269円
（税込290.52円）

249円
（税込268.92円）

味の素 クノールカップ
●コーンクリーム（8P）
●つぶたっぷりコーン（8P・124g）
●ポタージュ

（8P・130.4g）

ひかり味噌 おいしさ選べる
スープはるさめ

（10食）

中華フェア!

99円
（税込106.92円）

東洋水産 緑のたぬき
天そば西

（101g）

118円
（税込127.44円）

サンヨー食品 
カップスター
●醤油（72ｇ） ●味噌（79ｇ）
●旨塩（76ｇ）●豚骨（77ｇ）
●カリーうどん（82g）
●海老天そば（88g）
●きつねうどん（68g）

サンヨー食品 
●オタフクお好みソース味
焼そば（127g）
●塩カルビ味
焼そば

（109g）

五木食品 タカモリ
●濃厚ナポリタン（185g）
●和風たらこスパゲッティ

（156g）
●デミグラス
ナポリタン

（180g）

118円
（税込127.44円）

59円
（税込63.72円）

118円
（税込127.44円）

はごろも ●ポポロスパ５分結束
●ポポロスパ
７分結束

（各300g）

長島研醸 黒島美人
25％紙パック

（1800ml）

長島研醸 島美人
25％紙パック

（1800ml）1,328円
（税込1,460.80円）

1,299円
（税込1,428.90円）

1,399円
（税込1,538.90円）

大口酒造 黒伊佐錦25%紙パック
（1800ml）

超!
目玉

明治 ブルガリア脂肪０
・３種のベリー 
・林檎＆洋梨　
・深み白桃 
・苺（各180g）

明星 
一平ちゃん
夜店の焼そば

（135ｇ）

ミニミルクチョコ
ムーンライト

ハイチュウプレミアム
マスカット

85円
（税込91.80円）

85円
（税込91.80円）

２
袋
買
っ
て
お
買
得
！

食
べ
比
べ
も
良
し
！99円

（税込106.92円）

ま
と
め
買
い
が
お
得
！
2個

1個

生鮮
コーナー

旬の食材を豊富に品揃え!!
毎日! 新鮮! 激安! 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!!
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3／15 水〜3／19 日
しろやま弁当 華聯弁当

日
天

3／15 水〜3／19 日 お刺身盛合せ
ご予算に応じて
ご予約承ります!!

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!!

3／15 水〜3／19 日

八
百
力

3／15 水〜3／19 日

3／15 水

菊束
（1束）…（税込547.80円）

小菊
（2本入）…（税込327.80円）

498円
298円

3／16 木

菊束
（1束）…（税込547.80円）

小菊
（2本入）…（税込327.80円）

498円
298円

3／17 金

カーネーション
（2本入）…（税込327.80円）

すかしゆり
（1本）…（税込327.80円）

298円
298円

3／18 土

カーネーション
（2本入）…（税込327.80円）

すかしゆり
（1本）…（税込327.80円）

298円
298円

3／19 日

香りひば
（1本）…（税込316.80円）

サンデリアーナ
（1本）…（税込272.80円）

288円
248円

フィリピン産 バナナ
（1袋）………………（税込116.64円）

熊本産 ジューシーオレンジ
（1袋）………………（税込213.84円）

青森産 サンふじ
（1袋）………………（税込410.40円）

鹿児島産 人参
（1袋）…………………（税込105.84円）

熊本産 なす
（1袋）…………………（税込170.64円）

鹿児島産 大根
（1本）…………………（税込84.24円）

108円
198円
380円

98円
158円
78円

ま
る
の
青
果

国産 鶏もも
（100g）…………………… 108円

188円国産 
豚ロース切落し

（100g）……………………

（税込
116.64 円）

（税込
203.04 円）

120円白身フライ
（1パック）
……（税込129.60円）

190円とんかつ
（1パック）
……（税込205.20円）

299円
丼もの各種

1
パック

（税込322.92円）

フィリピン産 バナナ
（1カット）……………（税込138.24円）

福岡産 キウイフルーツ
（1パック2玉入）……（税込213.84円）

鹿児島産 さがほの香苺
（1パック）……………（税込429.84円）

鹿児島産 ホーレン草
（1束）…………………（税込105.84円）

鹿児島産 早生キャベツ
（1玉）…………………（税込105.84円）

九州各産地産 キューリ
（1袋）…………………（税込105.84円）

128円
198円
398円

98円
98円
98円

食品コーナー 菓子コーナー

599円
（税込646.92円）

208円
（税込224.64円）

199円
（税込214.92円）

298円
（税込321.84円）

日天 豚小間
（国産）
（800g）

備後 旨えびキムチ
（420g）

備後 旨いかキムチ
（300g）

丸大食品 徳用チキン＆
ポークウインナー

（435g）

アンド栄光 
●こだわり極プリン
●北海道チーズケーキ

日配コーナー 雑貨コーナー

超!
目玉

日配コーナー

食品コーナー 食品コーナー お米コーナー 菓子コーナー

雑貨コーナー

259円
（税込284.90円）

1個
まとめて
お買い得！

２個

1個240円!!
ポピー製紙 超エコマキ

（12RW）

338円
（税込371.80円）

228円
（税込250.80円）

1個

1個

まとめてお買
い得！

２個

まとめてお買
い得！

２個

1個299.50
円!!

1個199円
!!

GP ソフトパック
ティッシュ

（150W 10個組）

日野出 OHANAソフト
パックティッシュ

（150W×5P）

お酒コーナー

冷凍食品コーナー

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
る場合がございます。数量制
限はありません。

あ
け
ぼ
の
祭

気
合
の
商
品

続
々
入
荷
！

大
満
足
の

品
揃
え
！

現金
問屋

☎099-269-5551 営業時間・平日

7：00〜19：00
（日・祭日）9：00〜 18：00（南警察署うら）

価格表示は
本体価格と
税込価格を
併記しております

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。流通センター東開店



他にも店内超お買得品が満載!!気合の商品、続々入荷中！

●丸美屋 
さわやか４個組玉子とうふ
  （税込160.92円）149円
●中村牧場 成分無調整中村牛乳

（1000ml）  （税込214.92円）199円
●味の主演ウインナー２束
 （税込193.32円）179円
●ソーセージ 5本束
 （税込204.12円）189円
●紀の誉 一口サイズ低塩梅
・はちみつ ・しそ（各150g）  （税込170.64円）158円
●紀の誉 梅林の香り（国産）
・しそ ・はちみつ（各130g）  （税込214.92円）199円
神尾食品 ●こりこり小梅（120g）
●小粒しそ梅干（200g）
●小粒はちみつ梅干（200g）
  （税込170.64円）158円
●刻み赤しそ 袋

（50g）  （税込159.84円）148円
●タカモリ ところてんツイン
・三杯酢 ・青じそ風味  （税込116.64円）108円
●やきやま 
徳用ところてんスープなし

（350g）  （税込106.92円） 99円
●ところてん徳用
・黒酢タレ付 ・三杯酢タレ付
・青じそタレ付（各220g）
  （税込108.00円）100円
●ところてん大袋

（800g）  （税込214.92円）199円
スティックタイプのサラダチキンです。	 	
●TANPACT サラダチキンスティック　
●TANPACT サラダチキン
スティックハーブ
 （税込203.04円）188円

アサヒ ●クリアアサヒ
●クリアアサヒ 贅沢ゼロ 缶
キリン ●のどごしＺＥＲＯ 缶 ●本麒麟 缶
サントリー ●金麦

（各350ml）  （税込152.90円）139円

お酒コーナー

●富士 口元空間広々マスク
・HW ・GL・PK
（各20P）  （税込547.80円） 498円
●富士 PFE不織布3層マスク
・こどもサイズ ・小さめサイズ 
・レギュラーサイズ
（各50P）  （税込438.90円） 399円
富士 ●チークカラーマスクミルクティー
●カラーマスクKUROMASK
●カラーマスクBABYROSEMASK
●カラーマスクGRAYMASK

（各30枚入）  （税込438.90円） 399円

●尚美堂 
ソフトサージカルマスク 
ホワイト（50枚）
  （税込218.90円）199円

ＴＨＴ 
●Ａｇ＋オレンジ除菌トイレクリーナー

（30枚×2P）
●流せる重曹トイレクリーナー

（24×2）  （税込141.90円）129円
●Ｗ除菌ウェットティッシュ
・ノンアルコール（60枚）
・アルコール（54枚）  （税込97.90円） 89円
●福助 ポリ袋 ＬＤ２５－４５ 透明

（10枚）  （税込108.90円） 99円
●ＰＲＨ－２７Ｗ 
手付きポリ２折Ｓ

（100P）  （税込218.90円）199円
●ＰＲＨ－２８Ｗ 
手付きポリ２折Ｍ

（100P）  （税込328.90円） 299円
●ＰＲＨ－２９Ｗ 
手付きポリ２折Ｌ

（100P）  （税込438.90円） 399円
●グローバル 
ＣＬ粘着カーペット 取替テープ

（3個）  （税込250.80円） 228円
●コ―ペック 
ぞうきん5枚入り（ひも付）

（20×30）  （税込129.80円）118円
●シモジマ 布テープ

（50ｍｍ×25ｍ）  （税込185.90円）169円

菓子コーナー

●森永 
ブラックムーンソフトケーキ

（6個）  （税込193.32円）179円
●なとり 折れイカフライ

（180g）  （税込181.44円）168円
●ハッピーポケット 
クリームサンドクラッカーアソート

（32P）  （税込127.44円）118円
●おやつＣ ＢＳおつまみ
ＣｏＣｏ壱辛口カレー味

（6P）  （税込145.80円）135円
●YBC 
ルヴァンクラシカルクランチ
PABLOチーズタルト味

（11個）  （税込167.40円）155円
ぼんち ●５パックぼんち揚（115ｇ）
●５パックポンスケのり味（125ｇ）
  （税込193.32円）179円

1缶当り 130円
27円お得 !!

●鹿児島産黒豚丼の具
（150g）  （税込246.24円） 228円
●A-select 豚キムチ炒め

（230g）  （税込430.92円） 399円
●ジャフサ 鶏もも唐揚

（1kg）  （税込861.84円） 798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 特産品
 （税込430.92円） 399円

冷凍食品コーナー

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
●ビタミン野菜 パック
●機能性りんご酢 ●本醸造黒酢で活力
●ごくごく毎日１杯青汁豆乳ＭＩＸ
●ごくごく毎日１杯の青汁無糖

（各200ml）  （税込84.24円）78円

●富士 不織布マスク
レギュラーホワイト

（30枚）  （税込548.90円） 499円
～お鼻に優しい～
●アヴォンリーキース 
保湿Ｐポケット

（6P）  （税込108.90円） 99円
●アヴォンリーキース 
保湿Ｐポケット

（16P）  （税込240.90円） 219円
●ネピア 大人の鼻セレブ

（150組×3P）  （税込438.90円） 399円
●ネピア 
水に流せるハンドタオル

（200枚）  （税込218.90円）199円
●クリネックスティシュー
ローション肌うるる

（3箱）  （税込602.80円） 548円
●スコッティ
ウェットティシュー除菌本体
・アルコール ・ノンアルコール
（各120枚）  （税込393.80円） 358円
●スコッティ
ウェットティシュー除菌詰替
・アルコール ・ノンアルコール
（各120枚）  （税込371.80円） 338円

人気のバイカラー！
●ツートーンレイヤーマスク
・ミルキーＢＥ　・アッシュピンク
・アッシュグレー
（各30P）
  （税込548.90円） 499円

●高橋食品 鹿児島産筍水煮古参筍
（120g）  （税込213.84円）198円
●エリエ タケノコ水煮

（300g）  （税込321.84円） 298円
●マルキン食品 
やわらか煮ものこんにゃく

（300g）  （税込74.52円） 69円
●マルちゃん 焼そば３人前

（480g）  （税込127.44円）118円
●マルちゃん ふっくらうどん

（３人前）  （税込106.92円） 99円
アイランド食品 銘店伝説ラーメン
●来来亭 ●博多だるま 
●大黒 ●辛麺屋輪

（各2人前）  （税込321.84円） 298円

日配コーナー

丸美屋 ●混ぜ込みわかめ
●混ぜ込みわかめ
・鮭 ・若菜 ・梅じそ ・しらす ・おかか ・明太子
・香るしそ味 ・期間限定すき焼き風
（各29g）  （税込105.84円） 98円
●丸美屋 ソフトふりかけ
・ちりめん山椒 ・さけ ・すき焼き風
（各28g）  （税込105.84円） 98円
丸美屋 ●のりたま（28g）
●すきやき（40g）
  （税込116.64円）108円
丸美屋 ●鶏釜めしの素（134g）
●五目釜めしの素（147ｇ）
 （税込213.84円）198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

●財宝 温泉水
（500ml）

 
（税込95.04円） 89円

１本あたり69 円
475 円もお得 !!

1本

よりどり3缶で
390円
（税込429.00円）

1本

各種１２本で 799円
（税込862.92円）

春のお彼岸
フェア!!

あわしま堂 ●二色おはぎ（４個）
●お彼岸おはぎ・桜餅（４個）
 （税込253.80円）235円
●あわしま堂 京都伏見 桜餅（3個）
● あんころ餅（6個）
  （税込213.84円）198円
● 三色詰め合せ（3個）
 （税込235.44円）218円

3月18日㈯
入荷!!

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

（各300g）  （税込106.92円） 99円
神戸市長田区が発祥とされている牛すじとこんにゃくを
甘辛く炊いたソウルフードです。
神戸 ●欧風神戸牛すじぼっかけのカレー
●和だし神戸牛すじ
ぼっかけのカレー　

（各180g）  （税込321.84円） 298円

●キーコーヒー ドリップグランドティスト
・コク深いリッチBL ・甘い香りのモカBL 
・（各18P）  （税込322.92円） 　299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
エクセラ ●ふわラテ
●ふわラテ ハーフ＆ハーフ
●ふわラテ まったり深い味

（各26P）  （税込322.92円） 299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
マルハニチロ 
●いわし煮付 ●いわしみそ煮　

（各ＥＯＯ６ 100ｇ）  （税込139.32円）129円
ホニホ 
●八戸前沖さば水煮 
●八戸前沖さば味付　

（各F2）  （税込322.92円） 299円
ダイショー ●坦々麺の素 袋（180ｇ）
●ジャージャー麺の素 袋（200ｇ）
●台湾まぜそばの素（170ｇ）
 （税込116.64円）108円

●大森屋 バリバリ職人　男梅味
（30枚）  （税込322.92円） 299円
加藤産業 ●韓国ジャバンのり（60ｇ）
●韓国ジャバンのり キムチ味
  （税込321.84円） 298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）
●ヤマヒデカツオパックＫ

（2.5ｇ×20Ｐ）  （税込214.92円）199円
理研農産化工 ●業務用中力粉
●ホープス薄力小麦粉

（各1kg）  （税込192.24円）178円
使いやすい個包装タイプ
●昭和産業 おいしく焼ける
魔法のお好み焼粉

（400g）  （税込214.92円）199円
●奥本製粉 大阪の粉屋がつくった
逸品お好み焼粉

（500g）  （税込214.92円）199円
昭和産業 
●ＳＨＯＷＡホットケーキミックス（600ｇ）
●フライパンでつくれる
ピッツァミックス（400ｇ）
 （税込214.92円）199円
日の出 
●新味料 醇良 ●料理酒 醇良

（各800ml）  （税込171.72円）　159円
●Ｊオイルミルズ 
オリーブオイルＥＸバージン

（200g）  （税込290.52円） 269円
●Ｊオイルミルズ 
味の素 焙煎ごま香味油

（160g）  （税込160.92円）　149円
●かどや 健やかごま油

（196g）  （税込322.92円） 299円
●ミツカン 味ぽん

（360ml）  （税込204.12円）189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
●ＳＳＫ マヨネーズＢ－１

（1kg）  （税込483.84円） 448円
●デルモンテ 
トマトケチャップ デイリー

（760g）  （税込235.44円） 218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 すし太郎 黒酢入り

（198g）  （税込267.84円） 248円
全国のお味噌４種類！その日の気分、料理に合わせて
お味噌が選べる。化学調味料不使用。
●ひかり味噌 産地のみそ汁めぐり

（8食）  （税込246.24円） 228円
フルーティな味わいのお味噌。塩分控えめでそのままでも
美味しいお味噌です。
●ひかり味噌 クラフトみそ生糀

（400g）  （税込300.24円） 278円
S&B 
●おいしさとけ込むカレー・甘口 ・中辛 ・辛口
●ギューッととけ込むハッシュドビーフ
●おいしさとけ込むシチュー
・クリーム ・ビーフ（各140g）
  （税込106.92円） 　99円

1本

25本ケースで 1,725円
（税込1,863.00円）

雑貨コーナー

現金
問屋

新生活応援 !

花粉症対策
食品コーナー

3月15日㈬〜3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!
3月のおすすめ
お買い得品！

行楽フェア!


