
2021年12月 デポー浦和
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

29 30 1 2 3 4 5
鮮魚の日
お惣菜の日
ビオサポセット入荷

売り切り

定休日

鮮魚の日
黒豚入荷

ビオサポセット入荷
果物ギフト受渡

鮮魚の日
まぐろ入荷予定
ほうきね牛入荷

お惣菜の日

みかんギフト〆切

6 7 8 9 10 11 12
鮮魚の日
お惣菜の日
ビオサポセット入荷

売り切り
オリーブオイル受渡

定休日

鮮魚の日
黒豚入荷

ビオサポセット入荷

くじ引き（17時迄）

鮮魚の日
お惣菜の日
くじ引き（17時迄）

十二日まち（神社内）

くじ引き（17時迄）

13 14 15 16 17 18 19
鮮魚の日
お惣菜の日
ビオサポセット入荷

売り切り

定休日

鮮魚の日
金華豚入荷
生パスタ
みかんギフト受渡

ビオサポセット入荷 鮮魚の日
ほうきね牛入荷
鶏肉受渡

20 21 22 23 24 25 26
鮮魚の日
お惣菜の日
ビオサポセット入荷
鶏肉（１本）・みかんギフト
受渡日

年末営業日
予約クリスマス品受渡
鶏肉受渡

鮮魚の日
予約クリスマス品受渡
鶏肉受渡
生パスタ

ビオサポセット入荷
ローストチキン受渡

鮮魚の日
お惣菜の日
ローストチキン受渡

ほうきね牛入荷

27 28 29 30 31 1 2

予約お正月品受渡 予約お正月品受渡 年末営業日

予約お正月品受渡

鮮魚受渡

肉の日

予約お正月品受渡

鮮魚受渡
定休日 定休日 定休日

3 4 メモ

12月27日（月）～30日（木）は予約

お正月品の受渡しの為、店舗前の駐車

場が使用できません。

近隣駐車場をご利用ください。2500円

以上のご購入で次回以降使えるお買い物

券２００円を差し上げます。

デポー浦和
浦和区岸町6-1-4 アズール調の杜

営業時間 10：30〜19：00 定休日 毎週水曜日

※駐輪場・駐車場あり(コインパーキング料金補助あり)

11/29(月)～12/5(日)

『コーヒーフェア（豆）」

無農薬森のコーヒー(豆）パプアニューギニア（豆）

店内の豆挽きで挽立ての香りをお楽しみください

『ハイム化粧品』
肌への刺激の少ない無添加化粧品をお試し下さい

11/29(月)～12/7(火)

『冷凍食品まとめ買いフェア』
レジでデポーカードをご提示いただいた組合員限定

の値引きフェアです

12/10(金)～25(土)

『クリスマスフェア』
クリスマスまでのおススメ品が順次入荷します。

チキン、ケーキ（11日～）ピザ、生ハムチョコ

レート（10日～）ワイン、ビールなど

10%OFF

12/26(日)～30(木)

『お正月・年末年始フェア』
伊達巻、かまぼこ、栗きんとん、鮮魚、お餅、

生そば、などおススメのお正月品多数入荷！

おせち以外の軽食や簡単食、お茶菓子などお買

い忘れないように

23～25日クリスマスフェア(サラダ野菜、とちおとめ、キウイなど）

10～12日週末特売（鍋物野菜、紅まどんな、媛の匠みかんなど）

3～5日 週末特売（緑黄色野菜、とちおとめ、花御所柿など）

17～19日週末特売（冬至用ゆず、かぼちゃ、白菜、横野柿など）

お正月フェア（かまぼこ、伊達巻、お餅、お正月野菜、鶏肉、生そばなど）

12/10～/25 クリスマスフェア （チキン、ケーキ、ピザ、生ハム、チョコレート、ワイン、ビールなど）

11/29～12/7 ≪組合員限定（デポーカード提示）≫年末売り切り冷凍品まとめ買いお得フェア 5％OFF

12/31（金）～1/5（水）までお休み

12/10～/25 クリスマスフェア （チキン、ケーキ、ピザ、生ハム、チョコレート、ワイン、ビールなど）

12/10～/25 クリスマスフェア（順次入荷します）≪組合員限定≫年末冷凍品まとめ買いフェア
12/6(月)～12(日)

『ハイム化粧品』
肌への刺激の少ない無添加化粧品をお試し下さい

5%OFF

このチラシを

外テントに

お持ちください

《お知らせ》
◇ はお弁当の日11:30頃～、お惣菜の日15時頃～

◇生活と自治1月号12/11(土)受渡開始

◇11月購入分集金はがき12/ 14 (火)受渡開始

◇12月の集金引落日は12/27(月)です。

店舗前の３台の他に、デポー向かっ

て左側 （不動産屋さん隣り）の月極

駐車場をご利用いただけます。（買

い物時間のみ）

屋根付きの⑬と⑯です。(無料）

デポー浦和のLINE登録しま

せんか。

友だち追加で登録できます。

フェアやおススメ品情報を

配信中！

≪12月（年末年始）のお知らせ≫

・12月22日（水）・29日（水）は開所（営業）します。

・お弁当・惣菜は12月25日（土）が年内最後です。

・30日（木）が年内最後売切りです。

・29-30日は込み合いますので、お早目にどうぞ。

★初売りは1月6日（木）からです。

・6日（木）7日（金）は福袋（数量限定）を

販売予定です。お楽しみに！

26～30日お正月フェア

一部5%OFF

一部5%OFF



 

 

 デポー浦和駐車場のご案内 
店舗前駐車場（3台）とサンレーパーキングの屋根付き 

No13 と No16をご利用ください。（無料） 

 

 

有料パーキングご利用の方は、2,500 円以上ご購入で次回以降ご利

用いただける 200 円お買物券を差し上げます。レジにお申し付けくだ

さい。 

 

　☆防腐剤保存料を一切使用しておりません。お早めにお召し上がりください。

　☆仕入れの都合で献立を変更することがあります、ご了承ください。

2（木） 3（金） 4（土）

◇ 鶏の唐揚げ ◇ ポテトロールフライ ◇ メンチカツ

◇ 切昆布の煮物 ◇ 青菜のお浸し ◇ 青菜と竹輪の辛し和え

◇ マカロニサラダ ◇ 大根とツナの煮物 ◇ ひじきの煮物

6（月） 7（火） 9（木） 10（金） 11（土）

◇ 鯖レモン ◇ 煮込みハンバーグ ◇ ポークピカタ ◇ ミートローフ ◇ 鮭のちゃんちゃん焼き

◇白菜の煮浸し ◇ 五目金平 ◇ 人参シリシリ ◇ 人参のチヂミ ◇ 洋風おから

◇かぼちゃサラダ ◇ シルバーサラダ ◇ ポテトサラダ ◇ ナムル ◇ 柚子味噌田楽

13(月) 14(火） 15（水） 16（木） 17（金） 18(土）

◇チキンソースカツ ◇ タンドリーチキン ◇ カレーコロッケ ◇ 青椒肉絲

◇炒り豆腐 ◇ チャプチェ ◇ きのこのおろし和え◇ 切干大根の煮物 弁当・惣菜お休み

◇ 切干大根とツナのサラダ◇ かぼちゃの甘煮 ◇ 蓮根きんぴら ◇ ポテマカサラダ

20（月） 21（火） 22（水） 23（木） ２4（金） 25（土）

◇ ねぎ味噌ロールフライ ◇ 鶏の治部煮 ◇ チキン南蛮 ◇ 蓮根の磯辺揚げ ◇ 焼売 ◇ 肉団子

◇ 青菜と人参の胡麻和え◇ 竹輪ともやしのナムル ◇ 青菜の辛し和え ◇ 茎わかめの煮物 ◇ おからの煮物 ◇ 白和え

◇ キャベツ入りポテサラ◇ ひじきのマリネ ◇ 大学芋 ◇ コールスロー ◇ 中華サラダ ◇ 青菜の海苔和え

27（月） 28（火） 29（水） 30（木）

弁当・惣菜お休み

お惣菜の日は月曜日と土曜日(第三土曜日を除く）です。

←　　　　　　　　弁当お休み　　　　　　　　→

1（水）

定休日

新年のお弁当は1月7日（金）からです

定休日

8（水）

定休日

日替わり弁当 12月の献立表

手作りのお弁当

コインパーキングエリア

デポー浦和
P

P

P

No
13

調

神

社

サンレーパーキング

No
16

屋根付き駐車場

No13とNo16

12 月 27 日（月）～30 日（木）は 

予約お正月品の受渡しの為、店舗前の駐車場が使

用できません。近隣駐車場をご利用ください。 

2500 円以上のご購入で次回以降ご利用いただける

200 円お買い物券を差し上げます。 


