
 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

29 30 31 1 2 3 4

定休日

鮮魚の日
新規パン（あこべる）

初入荷

ビオサポセット入荷 鮮魚の日（本マグロ）
カツオたたき（冷凍）
ほうきね牛
生産者交流会ケチャップ

日曜朝市
（10時半～12時）
シャインマスカット
予約〆切

5 6 7 8 9 10 11

鮮魚の日
ビオサポセット入荷
ナガノパープル受渡

売り切り

季節品注文〆切 定休日

鮮魚の日
黒豚入荷

ビオサポセット入荷 鮮魚の日(本マグロ）
秋鮭フィレ
生産者交流会パン

日曜朝市
（10時半～12時）

12 13 14 15 16 17 18

鮮魚の日
ビオサポセット入荷

売り切り

季節品注文〆切
定休日

鮮魚の日
生パスタの日

シャインマスカット受渡

ビオサポセット入荷

生産者交流会牛肉

鮮魚の日（本マグロ）
秋サバ
ほうきね牛
開拓牛オーダーカット

日曜朝市
（10時半～12時）

19 20 21 22 23 24 25
ビオサポセット入荷

敬老の日
売り切り

季節品注文〆切

定休日

鮮魚の日
金華豚入荷

ニャンニャンフェア（ねこ缶10％引）

ビオサポセット入荷

秋分の日

鮮魚の日（本マグロ）
トロカツオ
生産者交流会コーヒー

焼き鳥（予定）
もったいない品回収

日曜朝市
（10時半～12時）

26 27 28 29 30 1 2

鮮魚の日
ビオサポセット入荷

売り切り

季節品注文〆切 定休日

鮮魚の日 ビオサポセット入荷

3 4 メモ

2022年9月デポー浦和
《お知らせ》
◇お弁当・お惣菜は11:30頃からの販売予定です
お惣菜は15時～販売の日もあります。

◇生活と自治10月号9/17(土)受渡開始
◇8月購入分の集金メールは9/15（木）頃から配信予定
◇9月の集金引落日は9/26(月）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)

『ここだけのお肉フェア』（数量限定）

9/5（月）6（火） 米育ち豚肉各種

9/12（月）～18（日）米育ち豚の加工肉

ほうきね牛肉

9/19（月）～25（日）丹精國鶏

週替わりでお肉がお得(一部10％引き）

試食日も予定（店頭貼り紙）（数量限定）

9月1日より『新ワーカーズのお弁当・

お惣菜』販売を開始します。 毎日お

弁当・お惣菜がありますのでお楽しみ

に！（数量限定）

9/12（月）～18（日）『和スイーツフェア』

おまんじゅう、どら焼きなど

9/19（月）～25（日）

『無添加（ハイム）化粧品フェア』

化粧品一部が

9/26（月）～10/2（日）

『なたね油＆ごま油フェア』 9月のご案内
★生産者がデポー浦和に来て、おいしさのヒミツ、製造のこだわり、おいしい食べ方・使い方を直接お話ししてくれます

（予定11:00～15：00又は16：.00）

●3日（土）コーミ（トマトケチャップ、牡蠣味調味料、中華ソース）●10日（土）味輝（パン、パン粉）

●16日（金）栃木開拓連農協（ほうきね牛肉、開拓牛肉、野菜）

●24日（土）日東珈琲（森のコーヒー、紅茶）

屋外でちょっとだけ試食会も予定しています。（試食時間は店頭ちらしをご覧ください）

★9～11月のお友だち紹介キャンペーンはプレゼントがいっぱい！

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「デポー浦和お買い物500円券」をプレゼント！

お友だちが加入されると、お友だちには更に「デポー浦和お買い物1000円（分）券」をプレゼント！！

ご登録前の組合員外の方には、「豚肉ローススライス肉」又は「おススメ野菜から1品」をプレゼント！

★展示会 ●9/5(月）6（火）『東京真珠（真珠、ジュエリー）』 ●19（月）20（火）『アフロディーテ（バック、財布など）』

●26（月）27（火）「いらくさ工房（草木染）

★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）

9～11日 青果週末特売

30～10/2 秋の味覚フェア 第二弾

2～4日 北海道 フェア

16～18日 秋の味覚フェア 第一弾

23～25日 秋のお彼岸フェア

26～27日 いらくさ工房展示会（草木染）

19～20日 アフロディーテ展示会（バック、財布）

5～6日 東京真珠展示会（真珠、ジュエリー）

9/5（月）～11（日）『おせんべいフェア』

胡麻だくさんせんべい、青のりせんべい

5%OFF

5%OFF

5%OFF

5%OFF

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！

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）

鶏卵10個パックの卵が洗卵になりました。

鳥インフルエンザとサルモネラ対策と安定供給

の為の変更です。

ご家庭では冷蔵保管でお願いします。

平飼い卵パックも回収できるようになりました



 

 

 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（木） 2（金） 3（土） 4（日）

◇ 豚の生姜焼き ◇ 揚げ豚の醬油煮 ◇ 棒棒鶏 日替わり弁当

◇ 青菜とコーンの炒め物 ◇ 茎わかめの酢の物 ◇ 五目金平

◇ 春雨サラダ ◇ マカロニサラダ ◇ 茄子とトマトのマカロニサラダ

5（月） 6（火） 8（木） 9（金） 10（土） 11（日）

◇豚肉のねぎ塩焼き ◇ ホキのフリッター ◇ 茄子の挟み揚げ ◇ 秋鮭のホイル焼き ◇ キャベツメンチカツ ◇ 日替わり弁当

◇茄子の田舎煮 ◇ 若布のさっと煮 ◇ ジャーマンポテト ◇ 大豆のカレー炒め ◇ オランダ煮

◇茗荷入り酢の物 ◇ ポテトサラダ ◇ 人参サラダ ◇ キャベツのおかか和え ◇ ゴーヤと鶏肉の和え物

12(月) 13(火） 14（水） 15（木） 16（金） 17(土） 18（日）

◇ ゆかり入り鶏天 ◇ サワラの南部焼 ◇ イカフライ ◇ アジと大葉マスタードフライ ◇ 日替わり弁当 ◇ 日替わり弁当

◇切昆布の煮物 ◇ じゃが芋のカレー金平 ◇ 昆布豆 ◇ 茄子の揚げびたし

◇シルバーサラダ ◇ コールスロー ◇ ポテマカサラダ ◇ 切干大根とツナのサラダ

19（月） 20（火） 21（水） 22（木） ２3（金） 24（土） 25（日）

◇ 日替わり弁当 ◇ 豚と梅海苔サンドカツ ◇ サワラの幽庵焼き ◇ 日替わり弁当 ◇ 青椒肉絲 ◇ 日替わり弁当

◇ 茄子とピーマンの味噌炒め ◇ 切干大根の煮物 ◇ 五目豆

敬老の日 ◇ スパゲティサラダ ◇ 金時豆 秋分の日 ◇ 梨入り酢の物

26（月） 27（火） 28（水） 29（木） 30（金）

キャロットメンチカツ ◇ ミートローフ ◇ アジ南蛮漬け ◇ イカのチリソース

きのこのおろし和え ◇ ピリ辛蒟蒻 ◇ 千草焼 ◇ ひじきの煮物

グリーンポテサラ ◇ 豆まめサラダ ◇ かぼちゃサラダ ◇ 青菜のお浸し

定休日

　　　　　蓮田市西新宿2-1-2

製造者　　ワーカーズ・コレクティブ食べものや

定休日

定休日

定休日

7（水）

定休日

　　　　　さいたま市浦和区大原3-10-1

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

製造者　　ワーカーズ・コレクティブむすび

日替わり弁当 9月の献立表

デポー浦和のお弁当

◇

◇

◇

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

毎日お弁当・お惣菜が登場します。

お弁当は11:30頃～販売予定。お惣菜は15時頃販売の日もあります。

第３土曜日、祝日、日曜日は日替わり弁当です。

日曜日のからあげ弁当、ハンバーグ弁当は毎週味付けが変わります。

丼物、おにぎり、まぜご飯、惣菜３種盛りなど日替わりでご用意致します。

◇

コインパーキングエリア

デポー浦和
P

P

P
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神
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サンレーパーキング

No
16

屋根付き駐車場

No13とNo16


