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久 賀 店
東 和 店
安下庄店

周防大島町久賀

周防大島町平野

周防大島町西安下庄

TEL 72-0391

TEL 78-0178

TEL 77-1256Ａコープ

日 良 居 店
三 蒲 店
椋 野 店
小 松 店
油 田 店

周 防 大 島 町 土 居
周防大島町東三蒲
周 防 大 島 町 椋 野
周 防 大 島 町 小 松
周防大島町伊保田

TEL 73-0331
TEL 74-2351
TEL 72-2413
TEL 74-2083
TEL 75-0002

Ｙショップ店では一部取り扱いのない商品があります。ご了承ください。

Yショップ
山口県 店内表示・チラシ価格は税込価格で表示しています店内表示・チラシ価格は税込価格で表示しています

毎週火曜日はポイント５倍デー毎週火曜日はポイント５倍デー毎週火曜日はポイント５倍デー毎週火曜日はポイント５倍デー毎週火曜日はポイント５倍デー

商品は充分取揃えておりますが、品切の節はご容赦下さい。日替商品につきましては数量を一部制限することがあります。天候等により商品の入荷がないことがございます。　買い物袋持参運動推進中！！　Ａコープ店舗では、ゴミの減量化を目指し買い物袋を持参して頂く運動に取り組んでいます。

タマゴタマゴ
1 パック（M 玉・10 個）1 パック（M 玉・10 個） 148148円円

タマゴタマゴ
1 パック（M 玉・10 個）1 パック（M 玉・10 個）

農協直販農協直販
豊北の赤たまご豊北の赤たまご
10 個10 個

148148円円 208208円円
お1人様１パック限り

お1人様１ケース限り
お1人様１ケース限り

アイスクリーム
メーカー希望小売価格の

お 1 人様５個限り 4割
引

イトメンイトメン
・チャンポンめん・チャンポンめん
・・ブラックチャンポンめんブラックチャンポンめん
各 5 食入各 5 食入

シマヤシマヤ
うまくちうまくち
上級しょうゆ上級しょうゆ
1.5ℓ1.5ℓ

キューピーキューピー
マヨネーズハーフマヨネーズハーフ
400 ｇ400 ｇ

ネスレネスレ
ゴールドブレンドゴールドブレンド
90g 瓶90g 瓶

AGFAGF
マリームマリーム
260g 袋260g 袋

大塚食品大塚食品
ボンカレーゴールドボンカレーゴールド

（甘口・中辛・辛口）（甘口・中辛・辛口）
各 180 ｇ各 180 ｇ

森永製菓森永製菓
ホットケーキミックスホットケーキミックス
600 ｇ600 ｇ

ネスレネスレ
ネスカフェエクセラネスカフェエクセラ
ボトルコーヒーボトルコーヒー

（甘さひかえめ・無糖）（甘さひかえめ・無糖）
各 900㎖各 900㎖

日清日清
あっさりおいしいカップヌードルあっさりおいしいカップヌードル

（レギュラー・カレー・シーフード）（レギュラー・カレー・シーフード）
各１個各１個

エバラエバラ

黄金の味黄金の味
・甘口・甘口
・中辛・中辛
・辛口・辛口
・旨にんにく・旨にんにく
　各 360 ｇ　各 360 ｇ

カゴメカゴメ
ケチャップケチャップ
500 ｇ500 ｇ

298298円円 268268円円598598円円 188188円円

128128円円 248248円円248248円円

8383円円

158158円円298298円円 9898円円
明治  おいしい牛乳　900㎖ 268円
岡虎　　　　　　　3 本入
真鯛入りちくわ 108円
八洋食品　　　　　　12 個入
七味八珍 148円
飛竜　　　　　　　　130 ｇ
中華そば トレー 188円
飛竜　　　　　　　　160 ｇ
肉うどん トレー 188円

愛媛県産　養殖愛媛県産　養殖
鯛刺身鯛刺身
1 人前1 人前 430430円円
萩産他　　　　  
活アジ 大特価

刺身盛合せ刺身盛合せ
1P1P 580580円円
瀬戸内海産
メバル 大特価

豆腐　　　　　　　　　1 丁 60円
明治　　　　　　　400g
ブルガリアヨーグルト 173円
ニッスイ　　　　　4 本
北っ子ロング 98円
マルキン食品　40 ｇ× 3 Ｐ
元気納豆 つゆだく納豆 98円
奥野商店　　　1 枚 130 ｇ
はも味天 118円
備後漬物　　　　　180 ｇ
吉野家 お新香カップ 158円

やまみ　　　　　　　各 320g

・旨み贅沢濃厚仕立て木綿
・旨み贅沢濃厚仕立て絹 52円
マルシンフーズ　
・マルシンハンバーグ　75ｇ
・6 種のチーズ入りハンバーグ　70 ｇ 各78円
寿隆蒲鉾　　　　　　　4 枚
お魚コロッケ 218円
森永　　　　　　80 ｇ× 2
アロエヨーグルト 158円

チリ産　　　銀鮭切身　　　　　　4 切入 598円

インド産　　無頭海老　　　　10 尾入 1,280円
ロシア産　　赤魚フィーレ　　　　1P 268円

お1人様１パック限り

お1人様各１ケース限り

188円

宇部フィルム

とって付 ポリ袋
S・M・Lサイズ 各

各１個

568円
日本香堂
毎日香

日本香堂　青雲 バイオレット

小型バラ詰

バラ詰
約 80ｇ 1,180円約190ｇ

中型バラ詰 大型バラ詰

958円698円348円
円398カメヤマ

タンスンダルマ 200

398円

カメヤマ　カメヤマローソク
マメダルマ
徳用
225ｇ 298円

1.5 号大
225ｇ

白元
パラゾールノンカット

白元
洋服タンス用パラゾール

円

円138
袋入800ｇ

詰替

658

阿東産　　阿東こしひかり
5kg1,899円10kg3,790円

　  　5 枚 6 枚各

マイブレッド食パン 118円
　　　　6 枚 　

クロワッサンブレッド 308円

やまぐち県酪　　  1000㎖
無調整 3.6 牛乳 198円
めん楽
・焼そば　　  　　150g

・うどん　　　  　200g 各35円

キリンフーズ　　　　6 個入
長崎発肉焼売 248円
カネテツ　　　　　　3 個入
豆乳揚げだし 178円

西日本衛材　S・W 各 12 ロール
やわらかサークル 298円
大日本除虫菊　　500㎖
サンポール K 168円
P ＆ G　　　　　　本体 12 個入
ボールドジェルボール 4D ブロッサム288円
P ＆ G　　　　　　本体 12 個入
ボールドジェルボール 4D サボン 288円
力寿司　　　　　1P
巻寿司 358円
山田精肉店　　　　1 本
串カツ 220円
藤本食品　　　　　　1P
おにぎり＆やきそば弁当 358円
北海道産　大根　　　1 本 268円

福岡産　　巨峰　　　 1P 418円

群馬産　キャベツ　1 玉 208円

P&G　　　　　　　　　各本体
レノアハピネス

（華やかに香るアンティークローズ・
魅惑的に香るヴェルベットブロッサム・
みずみずしく香るパステルフローラル・
上品で心地よいホワイトティー） 258円
小林製薬　　　　　48 錠
パーシャルデント 458円
小林製薬　　　　　48 錠
除菌ができるタフデント408円
力寿司  　　　　　　　　1P
ちらし寿司 358円
おはぎ　　　　　2 個 P 298円
藤本食品　　　　　　1P
3 色おむすびセット 298円
北海道産　人参    　3 本 P 218円

山口産　とまと　　1 玉 138円

山口産　20 世紀 梨　1 玉 288円

花王　　　  　詰替 810 ｇ
アタック 高活性バイオ EX318円
花王　　　  　各詰替 540㎖
ハミング

（フローラルブーケ・オリエンタルローズ）268円
花王　　　  　　　　500㎖
除菌洗浄トイレハイター198円
花王　　　  　　　詰替 340㎖
ビオレ u 308円
力寿司　　　　　　 1P（5 個入）
いなり寿司 298円
山田精肉店　　   　　　1P
鶏の唐揚げ 300円
藤本食品　　　　　　   1P
満足ミックス弁当 398円
熊本産　甘藷　　　1 本 158円

フィリピン産　バナナ　1 房 158円

福岡産　ピオーネ　　1P 608円

大王製紙　　　　　200W3P
エリエール贅沢保湿 498円
P&G     　　　　　　　　各本体
除菌ジョイ泡スプレー（微香・緑茶）248円
岩谷産業     　　　　　　3 本組
アイボンベクリーン 348円
サンスター　　　　　　　120 ｇ
ガム・デンタルペースト ST 318円
力寿司　　　　　1P （6 貫）
にぎり寿司　 538円
巻寿司屋　 　　　　1P
手作りあなご入り太巻き 248円
長野産　レタス　 　1 玉 178円

福岡産　小松菜　　1 束 138円

福岡産　種なし巨峰　  1P 628円
愛媛県産　養殖　1 人前愛媛県産　養殖　1 人前
ひらめ刺身ひらめ刺身 480480円円
萩産　
剣先イカ 大特価

大正製薬大正製薬
リポビタン Dリポビタン D
10 本入10 本入

日の出日の出
新味料 みりん風新味料 みりん風
800㎖800㎖

シマヤシマヤ
つゆ自慢つゆ自慢
ストレートストレート
500㎖500㎖

アサヒアサヒ
十六茶十六茶
2ℓ2ℓ

日の出日の出
醇良料理酒醇良料理酒
800㎖800㎖

アサヒアサヒ
三ツ矢サイダー三ツ矢サイダー
250㎖250㎖

798798円円 158158円円 148148円円

138138円円 148148円円 3838円円

お1人様 2 組限り

お1人様 2個限り

お1人様 2個限り お1人様 2 本限り

お1人様 2 本限り

上万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マエダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 750 ｇ　
北海道粒あん・北海道こしあん 598円
永谷園　　　　4 袋入　　　　3 袋　　　　　　　　
松茸の味 お吸い物・はま吸い 各108円
サンガリア　　　　　　　　　　　各ペット1ℓ
伊賀の天然水 強炭酸水（レギュラー・レモン） 78円
オタフク　500㎖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 500㎖
寿し酢　　　　　　　　　　　なますの酢・南蛮漬の酢 268円
アサヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.5ℓ
三ツ矢サイダー 178円
カルピス　　　　　　　　　　　　　　　　各 1.5ℓ
カルピスウォーター・ぐんぐんグルト 3 種の乳酸菌 178円

ブルボン　　　　　　　　　131ｇ　　　　　　　　　　2 本× 18 袋
ミニルマンドマロンクリーム・エリーゼ安納芋 各268円
ブルボン　　　　　　　　　　　　　　　　160 ｇ
食後のデザートぶどう＆ナタデココ 78円
栗山製菓　　　　　　　　　　　　　　　　16 枚　
ばかうけごま揚げ 158円
リスカ　　　　　　　　　　　　　　　　　各 75ｇ　
うまいシュガーラスク・コーンポタージュ 98円

　　　
ダブルソフト 188円

　　　　　5 枚 6 枚各

ロイヤルブレッド 168円
　　　　　　5 個入

中華紀行マラーカオ 198円

三幸　　　　　　　　　　　　　　　　　80 ｇ
黄金いか 278円
三幸　　　　　　　　　　　　　　　　　80 ｇ
貝磯づくし 278円
マルタスギヨ　　　　　　　　　　　　　85g
ままかり酢漬 278円

国産
牛もも or 肩切り落とし

（すき焼き・しゃぶしゃぶ用に）
　　　　　　　　100g 当たり448円
国産

豚バラうす切り
　100g 当たり228円

国産
牛前バラ焼肉カルビー・
鉄板焼き用　100g 当たり 999円
メキシコ産 or オーストラリア産 牛・
国産 豚合挽ミンチ（解凍）　　
　　　　　100g 当たり 168円

国産
豚肩ロース切り落とし
　　　　　　　　200g 入り 480円
アメリカ産
若鶏骨付きもも足（解凍）
味付け（山賊焼き・スパイス）各 2 本入り298円

国産
牛こま切れ
　　　　　250g 入り 850円
アメリカ産
豚ローステキとんかつ用
　　　　　　100g 当たり168円
国産
若鶏もも身

100g 当たり 118円

愛媛県産　養殖愛媛県産　養殖
ハマチ刺身ハマチ刺身
2 人前2 人前 600600円円
太平洋産　　100 ｇ
マグロブロック 450円

8 枚 2 枚

アサヒ スーパードライ 350㎖
× 6 缶1,125円

350㎖
1 ケース4,482円

キリン 麒麟 淡麗＜生＞ 350㎖
× 6 缶 810円

350㎖
1 ケース3,222円

アサヒ クリアアサヒ 350㎖
× 6 缶 765円

350㎖
1 ケース3,049円

宝　焼酎ハイボール（前割りレモン・特製サイダー割り） 　各缶 350㎖ 102円

サントリー　角ハイボール　350㎖　168円   宝酒造　清酒 松竹梅「天」 2ℓ　 878円

霧島酒造　単式 25°黒霧島 芋   　チューパック 1.8ℓ 1,510円

サンガリア　味しぼりレモンサワー  　ペット 500㎖ 110円

中国醸造　味醂 ダルマ 本みりん（新）　　　取手付 P1.8ℓ 480円

きな粉 青きな粉 だんごの粉 白玉粉108円 158円

258円

238円 298円
140 ｇ 140 ｇ 200 ｇ 200 ｇ

ケーエフフーズ
べに花油 すし揚げ 油あげ118円 68円

フジミツ 25ｇ×4　　43ｇ×3　　　38ｇ×3
４P ちくわ・かく天・ごぼう天 88円
ヤマサ　　　　　　　　　　　　　各 2 枚
お魚のかき揚げ（いか・野菜） 188円
燻工房　　　　　　　　　　95ｇ　　　　100 ｇ　　　88 ｇ
切り落とし（ロースハム・ももハム・焼豚） 各248円
燻製　　　220 ｇ　　　　　　　　　　　　　　　ケーエスフーズ　　　300 ｇ
ベーコンブロック　　　　　　　 　 焼とうふ　 98円
名城食品　　　　　　　　　　　　　　200 ｇ× 3　
3 食讃岐うどん 158円
名城食品　　　　　　　　　　　　　　110 ｇ× 2
2 食リンガーハットの長崎ちゃんぽん 298円
マルキン食品　　　　270 ｇ　　　　　200 ｇ
国産生芋 板こんにゃく・糸こんにゃく 各98円

348円

　　 　　各 1 個
・栗蒸しパン
・蒜山牛乳クリームパン 108円
　　 　　　　　　　　　1 個
ブルーベリーマドレーヌ 118円
　　　　 　　　　　　 1 個
4 種のチーズフランス 135円
　　　　 　　　　　　 1 個
たまご＆ハムレタス 189円

　　　　　　　１個
大きなツインシュー（コーヒークリーム＆ホイップ） 98円

　　　　　　　各 1 個
・高級ジャムパン
・高級クリームパン
・高級つぶあん
・まるごとソーセージ
・ザクゴロアップルクッキーシュー108円

北海道産
じゃがいも

500 ｇＰ 158円

長野産
サンつがる りんご

1 玉208円
北海道産
玉ねぎ

3 個 P 138円
宮崎産
新生姜

1P 98円
長野産
えのき

1P 88円
新潟産
舞茸

1P 108円
長野産
ブナしめじ

１P 78円
青森産
きおう りんご

1 玉 208円

9月 9月 9月 9月

16 171514㈬日 ㈭
日

㈮
日

㈯
日

14日㈬
▼

17日㈯
9
月
9
月

家計応援！家計応援！お買い得セールお買い得セール


