
###

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1 2 3 4

休

鮮魚マグロ入荷
漬物10％引き！

肉の日:豚トロ特価

豚ヒレ1本もの入荷

おでん種特価！

マグロ入荷！ぶり特価

ほうきね牛入荷
モモハムカット販売

パン特価

チーズお買い得

5 6 7 8 9 10 11

鮮魚ぶりしゃぶ特価
ウィンナー10％引き

15:00～
売切り市

休

鮮魚マグロ入荷
黒豚入荷
漬物10％引き！

肉の日:スペアリブ入荷

豚ヒレ1本もの入荷

おでん種特価！

マグロ入荷！タラ特価

ほうきね牛入荷
パン特価

チーズお買い得

12 13 14 15 16 17 18

鮮魚ぶりしゃぶ特価

青果100円市
ベーコン１０％引き

15:00～
売切り市

休

鮮魚マグロ入荷
漬物10％引き！

肉の日:ブロック肉特価

豚ヒレ1本もの入荷

おでん種特価！

マグロ入荷！牡蠣特価

ほうきね牛入荷
　

パン特価

チーズお買い得

19 20 21 22 23 24 25

鮮魚ぶりしゃぶ特価！
青果100円市
ハム10％引き

15:00～
売切り市

営
業
くじ引き

鮮魚マグロ入荷
漬物10％引き！

肉の日:ブロック肉特価

　

マグロ入荷！サー
モン特価

　パン特価

チーズお買い得

ほうきね牛入荷

26 27 28 29 30 31

鮮魚ぶりしゃぶ特価！
お正月用品入荷開始 営

業

受渡日 品目 予約価格 〆切日

12/17.19.21.22.24 丸鶏 1,980円(２,１３９円) 12/3(土)

12/17.19.21.22 骨付きもも２本 980円(１,０５９円) 12/3(土)

12/29.30 年末鮮魚予約 数量限定 12/17(土)

＊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。

12/5～18「青果物キャンペーン」開催！

生産者に応援のメッセージを書いてください。提出いただくとみかんプレゼントします。

12/21(水)臨時開所！レジでくじ引き実施！その場で使える割引券をゲットしてくださいね♪

マグロ(中トロ.赤身)カニ、ブリ

～12月のデポー予約でお得アイテム～
内容

約２キロ2,290円(税込2,474円)

１本約３５０ｇ1,180円(税込1,275円)

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1月号

・12/22 (木)受渡開始

◇12月の集金引落日

・12/26(月)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15羽入荷

青果物キャンペーン 「生産者に応援メッセージを・・・」 12/5～18
調味料「さ.し.す.せ.そ」フェア（醤油など５％引き）割引

暮れの準備フェア 化粧品とせっけん５％引き

★金華豚入荷★

クリスマスフェア

10：30～12：30

日曜朝市

パラマウント靴展示会

12/15～30まで休まず営業したします。

12/12(月)～クリスマス用品入荷

12/25(日)～お正月用品入荷
消費材は数に限りがあります。

お早めにお越しください。

暮れの準備フェア

割引

ホッと一息…ティータイムフェア(森のコーヒーなど10％引き）

割引

割引

プラントイ展示会

12/31～1/5デポーお休み

１/６～９(金～月)新春初売り

福袋多数、みかん詰め放題など

1/9は新春運試し「福引き」

丸鶏入荷

丸鶏.骨付きもも入荷

丸鶏入荷

三元豚カット販売

三元豚量り売り

割引 組合員限定「冷凍品特価フェア」

歳末フェア

お正月用品予約受け渡し

クリスマス用品予約受渡し

鮮魚まぐろ・カニ・ブリ予約受け渡し

丸鶏.骨付きもも入荷

丸鶏.骨付きもも入荷

青果物キャンペーン 「生産者に応援メッセージを・・・」 12/5～18



月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 [朝市]　4　

魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず 魚のおかず

定 鶏の照り焼き タンドリーチキン とんかつ 筑前煮

休 レンコンきんぴら 煮物 ポテトサラダ 源氏豆

日 かぼちゃのサラダ 白菜のペペロンチーネ ケークサレ 焼き豚

親子丼 三色丼 炙り鯖寿司

5 6 7 8 9 10 11

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

チキンカツ 鶏のチーズローフ 定 焼き肉チキン 豚のみそ漬け スコッチエッグ とんかつ

切り干し大根サラダ 大根の煮物 休 スペイン風オムレツ おでん マカロニサラダ 擬製豆腐

かぼちゃの煮物 人参の韓国風サラダ 日 キャロットラペ 根菜のごまマヨ 切り干し大根 ポテトサラダ

チキンソースカツ丼 中華おこわ 巻き寿司 大学芋 春巻き

赤飯 ソースカツ丼

12 13 14 15 16 17 18

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 バジルチキン 定 タンドリーチキン 酢豚 コロッケ 煮物

大根のきんぴら 擬製豆腐 休 さつまいもサラダ ひじきの煮物 マカロニサラダ ケークサレ

卯の花 ポテトサラダ 日 三色丼 人参と豆のサラダ 中華おこわ おはぎ

あんかけ焼きそば 煮物 カレーライス

19 20 21 22　冬至 23　予約 24　予約 25　予約

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

豚の生姜焼き ピザチキン 臨 鶏のチーズローフ とんかつ ひじきと根菜ミートローフ ケークサレ

煮物 さつまいもの煮物 時 かぼちゃの煮物 マカロニサラダ 天ぷら・煮物 ポテトサラダ

ナポリタン ドライカレー 営 クリームシチュー スペイン風オムレツ 白和え 炙り鯖寿司

業 三色丼

ローストチキン ローストチキン ローストチキン

26 27 28 29 30

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 鶏のから揚げ 臨 とんかつ 天ぷら

ジャーマンポテト ひじきの煮物 時 煮豚 煮豚・擬製豆腐

コールスローサラダ ごぼうサラダ 営 叩きごぼう 稲荷寿司

カレーライス 業 黒豆おこわ のり巻き

21（水） 28（水）伊藤

魚のおかず 魚のおかず

油淋鶏 スペイン風オムレツ

切り干し大根煮物 ポテトサラダ

赤飯

*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。

  トウモロコシと飼料用のお米です。

                          2022年12月　惣菜カレンダー　　　　　　　　　　　　　

［生活クラブの丹精國鶏］

・　抗生物質・抗菌剤は不使用。

・　日光が差し込む開放的な鶏舎で

    走り回って元気に育ちます。

・　餌は遺伝子組み換えでない

ローストチキン

ご予約は受け取りの２日前までにお願いいたします。

２３日(金）、２４日(土）、２５日(日）お得


