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メモ

8/1（月）～7（日）

『ジャム＆ひんやりデザートフェア』

ママレード、りんごジャム、いちごジャ

ム、瀬戸内みかんゼリー、ぶどうゼリー、

フルーツインゼリー甘夏、シャリシャリ

フルーツ、牛乳まぜまぜデザート

8/8（月）～13（土）『シロップフェア』

かき氷シロップ（いちご、ぶどう、みか

ん）、梅ドリンク、かりんシロップ、ゆ

ずシロップ、しそシロップ、ショウガシ

ロップがお得。

8/18（木）～23（火）

『お弁当・お惣菜フェア』

18～19日旬の特製肉巻きおにぎり弁当

お惣菜は13時半～販売予定

20～23日は9月から始まる新弁当ワーカー

ズのお披露目フェア！中身はお楽しみ！！

8/29（月）30（火）棚おろし感謝セール

冷凍品は５品まで10％引き 売切れ御免

菓子類は５品まで10％引き

8月のご案内

★8月のお盆休みは8/14（日）～17（水）です。

12日（金）～13日（土）は休み前売り切りを開催！（売切れ御免）お買い忘れのないようにご購入ください。

★8/11（木）～13（土）はお弁当・お惣菜の販売はありません。★8月18（木）～21（日）はパンの販売はありません。

★8月26日（金）～28日（日） 夏まつりpart２（アイスキャンディーフェア、26日レシートでガラポン、27日やきとり販売、

28日沃土会野菜詰め放題）

★８月のお友だち紹介キャンペーン

登録前のお友だちと一緒にご来店、又はお友だちがデポーで買い物をして、組合員の〇〇さんの紹介と申告すると、

ご加入前のお友だちと組合員のあなたの両方に「みかんジュース485ml」をプレゼント！

★展示会 8/11（木）12(金）『アイメイト（メガネ、サングラス）』 22（月）23（火）『カムズ（手ぬぐい、ふきん、タオルなど）』

9月の案内：9月から集金ハガキが無くなり、メールでのお知らせに切り替わります、メールのご登録をお願いします（ちらし参照）

5%OFF

5～7日 青果週末特売

12～13日 休み前青果市

18～21日 オープンお買い得スタミナフェア

29～30日 ぶどう祭り

25～26日 東北エリア提携産地フェア

《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9月号は8/13(土)受渡開始

◇8月購入分集金はがきは 8/18（木）受渡開始。

◇7月の集金引落日は8/26(金）です。

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)

8/18（木）～21（日）『餃子・焼売フェア』

餃子、野菜餃子、水餃子、海老にら餃子、

小籠包、肉焼売がフェア価格。

5%OFF

11～12日 アイメイト展示会（メガネ）

22～23カムズ展示会（手ぬぐい、タオル）

8/26（金）～28（日）夏まつり

NEW『アイスキャンデーフェア』

8/26(金）レシートでガラポン

8/27(土）焼き鳥販売

8/28(日)『沃土会』野菜詰め放題

毎週

『日曜朝市』

開催中

青果、鮮魚、

飲み物がお買得29～30日 棚おろし感謝セール

26～28日 夏まつりpart２

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！

12～13日 休み前 売り切り！！

18～23日 お弁当・お惣菜フェア♪（20～23日はNEWワーカーズお弁当登場）

18～23日 お弁当・お惣菜フェア♪

26～28日 青果週末特売



 

 

 デポー浦和無料駐車場のご案内 
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。 

 

 

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。

1（月） ２（火） ４（木） ５（金） 6（土）

揚げ豚の醬油煮 サバの竜田揚げ ◇ 肉団子甘酢煮 ◇ チキン南蛮 ◇ 春巻き

ナムル 切干ナポリタン ◇ 茎わかめの煮物 ◇ 冬瓜の煮物 ◇ 青菜と竹輪の胡麻和え

ポテサラ ◇ かぼちゃマリネ ◇ 春雨サラダ ◇ 人参サラダ ◇ 豆ポテサラダ

8（月） 9（火） 11（木） 12（金） 13（土）

◇ ハンバーグトマトソース◇ ホキの磯辺揚げ

◇ひじきの煮物 ◇ ポテマカサラダ 弁当お休み 弁当お休み 弁当お休み

◇たたき胡瓜 ◇ ゴーヤの和え物

15(月) 16(火） 17（水） 18（木） 19（金） 20(土） 21（日）

◇ 旬特製 ◇ 旬特製 NEWワーカーズ NEWワーカーズ

肉巻きおにぎり弁当 肉巻きおにぎり弁当 お楽しみ弁当＆お惣菜 お楽しみ弁当＆お惣菜

22（月） 23（火） 24（水） 25（木） ２6（金） 27（土）

◇ 豚肉生姜焼き ◇ サワラのタンドリー ◇ チキンソースカツ ◇ アジフライ ◇ 鶏のから揚げ（梅味）

◇茄子トマトマリネ ◇ マカロニサラダ ◇ 切干ツナサラダ ◇ 豆まめサラダ ◇ ゴーヤチャンプル―

◇昆布煮物 ◇ なべしぎ ◇ 蛇腹きゅうり ◇ 若布のさっと煮 ◇ 茄子の田舎煮

29（月） 30（火）

メンチカツ ◇ 夏野菜と鶏肉のカレー炒め

切干大根煮 ◇ ひじきマリネ

グリーンポテサラ ◇ 人参シリシリ

お惣菜の日は月曜日と土曜日(第三土曜日を除く）です。

18日～23日お弁当・お惣菜フェア♪

夏季定休日

定休日

夏季定休日夏季定休日

３(水）

製造者　　企業組合ワーカーズ・コレクティブ旬

　　　　　川口市小谷場206

18日～23日お弁当・お惣菜フェア♪

定休日

10（水）

定休日

日替わり弁当 8月の献立表

デポー浦和のお弁当

◇

◇

◇

◇

◇

8月18日（木）から23日（火）の5日間は

『お弁当・お惣菜フェア』の特別メニューです（数量限定）

9月からNEWワーカーズ「むすび食堂」「食べものや」が仲間入りすることになりました。

9月からは毎日お弁当・お惣菜が登場します！お楽しみに！！

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
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