
###

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

31 1 2

棚卸し市
冷凍品３点10％引き

(除外品あり) 休

めばちマグロ特価
ほうきね牛入荷
三元豚量り売り特価

あこべるパン特価

3 4 5 6 7 8 9

鮮魚サーモン特価
豆腐.揚げ類２点10％引き

15:00～
売切り市

休

漬物10％引き！
鮮魚マグロ入荷
黒豚入荷

肉の日:ブロック肉特価

豚ヒレ1本もの入荷

鮮魚:マグロ入荷
あさり特価

あこべるパン特価

チーズお買い得

10 11 12 13 14 15 16

青果100円市開催！
鮮魚サーモン特価
豆腐.揚げ類２点10％引き

15:00～
売切り市

休

鮮魚マグロ入荷
こんにゃく2点10％引

ほうきね牛入荷
金華豚ヒレ１本物入荷

三元豚セット特価

マグロ切り分け即売
ほうきね牛入荷

あこべるパンセット販売

あこべるパン特価

17 18 19 20 21 22 23

鮮魚サーモン特価！
豆腐.揚げ類２点10％引き

15:00～
売切り市

休

漬物10％引き！
鮮魚マグロ入荷

肉の日:ブロック肉特価

豚ヒレ1本もの入荷

鮮魚:マグロ入荷
戻りガツオ特価

あこべるパン特価

チーズお買い得

24 25 26 27 28 29 30
青果100円市開催！　   豆

腐揚げ類２点10％引き鮮
魚サーモン特価！

15:00～
売切り市

休

鮮魚マグロ入荷
こんにゃく2点10％引

肉の日:ブロック肉特価

豚ヒレ1本もの入荷

鮮魚:マグロ入荷
生メカジキ特価

あこべるパン特価

受渡日 品目 予約価格 フロア価格

10月14日(金) 金華豚ヒレ１本もの 表示価格から10％引き

10月15日(土) 秋祭り特製弁当 1,200円(1,296円)

10月15日(土) 生マグロ 表示価格から100円引き

10月20日(木) チャレンジ紅玉 500円(540円)

10/1.8.15.22.29 丸鶏 ５％引き

＊予約すると、フロア価格よりお安く確実に購入できます。

＊天候により、入荷がない場合や受渡日が変更になる場合があります。その場合はご連絡します。

＊詳細は、別紙予約表およびフロアーワーカーズにお尋ねください。

10/14.15.16　デポー秋祭り「生産者がやってくる！」

10/14(金)ケチャップ.牡蠣味調味料の「コーミ」10：30～消費材のお話と試食♪

10/15(土)新規パンやさんの「あこべる」13：00～パンのばら売り♪

10/16(日)丸大豆醤油の「タイヘイ」とお酢の「私市醸造」10：30～コラボで消費材のお話と試食♪

約２キロ2290円(税込2474円)

～10月のデポー予約でお得アイテム～
内容

1本約1800円～2200円

天ぷらなど

赤身・中トロ

１キロ

デポー所沢 ＊駐輪場・駐車場情報更新しました

所沢市緑町1-3-7 パルコート新所沢1F

営業時間 10：30〜19：00 定休日 毎週水曜日

駐輪場：店舗前に５台分 TEL :04(2968)9820 

駐車場：2,000円(税込)以上利用で300円分お買物券

※周辺のコインパーキングをご利用ください。

《お知らせ》

＊鮮魚・青果は天候により入荷品目無い場合があります。

◇生活と自治11月号

・10/27 (木)受渡開始

◇集金はがき

・9月以降配布終了

◇10月の集金引落日

・10/26(水)です。

・大豆にこだわった「山下とうふ店」の豆腐（月・火・木・金・土）入荷・国産小麦で作った「あこべる」のパン（月・木・土）入荷「味輝パン」（火・金）入荷

公式LINEアカウント

【みんなのデポー所沢】

お友だち募集中！！

こちらのQRコード ➡

から登録してください

丸鶏５羽入荷

パンツイッチョ展示会

海の幸フェア(のり.ふりかけ５％引き）割引

秋の収穫祭(お酒全品5％引き）

★金華豚入荷★

RHS展示会
ここだけの肉フェア 「三元豚」１０％引き

♪ハロウィン♪
お菓子３点以上
10％引き！

10：30～12：30

日曜朝市

プラントイ展示会

トンカツ用豚肉特価

三元豚カット販売

２点１０％引き

天ぷらフェア（ごま油特価）割引

ハロウィンフェア(お菓子５％引き)

割引

ハロウィンフェア(チョコレート5％引き）割引

割引

ここだけの肉フェア 「鶏肉全品」１０％引き

デポ―秋祭り

ここだけの肉フェア 「対象の加工肉」１０％引き

割引

10：30～12：30

日曜朝市

いらくさ工房展示会

ここだけの肉フェア 「ほうきね牛」１０％引き

10/14.15.16 デポ―秋祭り
14日：野菜・果物セット、コーミ来店！

15日：生マグロ切り分け10：30～ パンセット

16日：三元豚カット販売！

＝祭り中3日間福引き開催！3,000円で一回＝

丸鶏５羽入荷

丸鶏５羽入荷

丸鶏５羽入荷

丸鶏５羽入荷

秋の牛乳キャンペーン(牛乳４種お買い得）

秋の牛乳キャンペーン(那須で作ったさけるチーズお買い得）

秋の牛乳キャンペーン(那須で作ったさけるチーズお買い得）

秋の牛乳キャンペーン(十勝ラクレットモールウォッシュお買い得）



月 火 水 木 金 土 日

1 2【朝市】

魚のおかず 魚のおかず

定 メンチ マカロニサラダ

休 ポテトサラダ 大学芋

日 ガバオライス

 鶏の唐揚げ

炙り鯖寿司

3 4 5 6 7 8 9

魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず

ピーマン肉詰め 鶏ひき肉チーズローフ 定 酢豚 ピザチキン ミートローフ コロッケ

切り干し大根サラダ かぼちゃのサラダ 休 コールスローサラダ さつま芋きんぴら ポテトサラダ マカロニサラダ

三色丼 いなり寿司 日 ひじきの煮物 春雨サラダ 切り干し大根 煮豚

親子丼 ドライカレー ソースカツ丼 中華おこわ

10スポーツの日 11 12 13 14【秋祭り】 15【秋祭り】 16【秋祭り】

魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず

ハンバーグ ヤンニョムチキン 定 チキンカツ メンチカツ ローストポーク とんかつ

スパゲティサラダ 揚げシュウマイ 休 炒り豆腐 肉じゃが 天ぷら 源氏豆

赤飯 ナムル 日 切り干し大根 かぼちゃパイ 白和え 煮物

お好み焼き チキンソースカツ丼 秋祭り弁当 カツカレー

17 18 19 20 21 22 23

魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず

ポークチャップ 豚の竜田揚げ 定 ミートローフ タンドリーチキン 鶏の照り焼き メンチカツ

ひじきの煮物 人参と豆のサラダ 休 ごぼうサラダ かぼちゃの煮物 マカロニサラダ ポテトサラダ

根菜胡麻和え 五目豆 日 あんかけ焼きそば 黒豆おこわ カキフライ・海老フライ スペイン風オムレツ

豚丼 ビビンバ丼 ステーキ丼 三色丼

24 25 26 27 28 29 30【朝市】

魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず

卯の花 バジルチキン 定 ピーマン肉詰め カキフライ とんかつ ミートローフ

コールスローサラダ 春雨サラダ 休 スパゲッティサラダ 人参と豆のサラダ ポテトサラダ 根菜のごまマヨ

カレーライス 擬製豆腐 日 ツナきのこご飯 赤飯 ひじきの煮物 天ぷら

クリスピーチキン

ミートパイ

31

魚のおかず

スコッチエッグ

かぼちゃサラダ

ポークカレー

*日替わり弁当は毎日ご用意しています。

*仕入れ状況によりメニューが変更になることがありますのでご了承下さい。

                          2022年10月　惣菜カレンダー　　　　　　　　　　　　　　

お得

秋祭り特製弁当

15日(土）受渡しです

ご予約は前日までにお願いいたします。


