
売
出
し
期
間

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。

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
いなばいなば
ライトフレークライトフレーク
70ｇ×M3缶70ｇ×M3缶

日清日清

・お椀で食べるどん兵衛・お椀で食べるどん兵衛
・�お椀で食べるチキン・�お椀で食べるチキン
ラーメンラーメン
・�お椀で食べるカップ・�お椀で食べるカップ
ヌードルヌードル

　各3食入　各3食入

味の素味の素
オリーブオイルピュアオリーブオイルピュア
400ｇ瓶400ｇ瓶

サンヨー食品サンヨー食品

・みそラーメン・みそラーメン
・塩ラーメン・塩ラーメン
・ごま味ラーメン・ごま味ラーメン
　各5食入　各 5食入

いなばいなば
ライトツナフレークライトツナフレーク
70ｇ×3缶70ｇ×3缶

シマヤシマヤ
ぶちうまい味噌ぶちうまい味噌
（すり・粒）（すり・粒）
各800ｇ各 800ｇ

味の素味の素
オリーブオイルEXVオリーブオイルEXV
400ｇ瓶400ｇ瓶

大塚製薬大塚製薬
オロナミンCオロナミンC
ドリンクドリンク
120㎖×10P120㎖×10P

218218円円 198198円円480480円円 378378円円

258258円円 318318円円498498円円 628628円円
明治  おいしい牛乳　900㎖ 268円
八洋食品　　　　　　14 個入
博多発ラーメン屋さんの餃子 148円
日清　　　　　　150 ｇ× 3 食
焼そば 198円
ケーエスフーズ 　　　2 個入
やわらか得あつ 98円
奥野商店　 　　37ｇ× 3 本
鯛ちくわ 118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 440440円円
瀬戸内海産他　
活アジ 大特価

刺身盛合せ刺身盛合せ
1P1P 590590円円
中国産　
活ハマグリ 大特価

北海道産　　　　ボイルほたて貝　　　100 ｇ 258円

インド産　　　　無頭海老　　　　　　10 尾入 1,280円

南氷洋産　　　　晒し鯨　　　　　  　1P 398円

大和
アルミタレ皿 8枚 158円
大和
味わい白樺元禄箸 50膳 168円

円

シンエコペーパー
プレート

大和

18㎝ 10枚 円108
シンエコペーパー
ボウル

15㎝ 5P 98

円
日本デキシー
エコノウェアカップ

205ML　30P 98

198円

白・グレー各5枚横井定

イーズマスクゼロレギュラーサイズ
ショーワーグローブ
ナイスハンドミュー
（中厚手 S/Mピンク、 L グリーン） 188円

ショーワーグローブ
ナイスハンドミュー
（薄手 S/Mピンク、 L グリーン） 108円

お1人様 2 組限り

王子ネピア　　　　　12 ロール
ネピアプレミアムソフトダブル無香料498円
ライオン　　　　各本体 300㎖
ルック + 泡ピタトイレ洗浄 SP（シトラス・W リリー）268円
宇部フィルム　　22㎝× 50 ｍ
NEW ポリラップ 138円
宇部フィルム　　30㎝× 20 ｍ
NEW ポリラップ 88円
力寿司　　　　　1P
巻寿司 358円
山田精肉店　　　　4 本
焼鳥 500円
藤本食品　　　　　1P
満足ミックス弁当 398円
鹿児島産　 大根　  1 本 148円

佐賀産　いちごさん  1P 658円

愛知産　キャベツ  1 玉 218円

P&G　　　

レノア超消臭 1WEEK
（フレッシュグリーン・ソープ・
  スポーツブルー） 248円
ライオン　　　詰替用 720 ｇ
トップクリアリキッド 198円
カウブランド　　　　　3 個 P
青箱バスサイズ 238円
力寿司　　　　　　 1P（5 個入）
いなり寿司 298円
藤本食品　　　　　　1P

野沢菜明太弁当 398円
長崎産　人参    　　3 本 P 128円

鳥取産　ブロッコリー　1 束 198円

青森産　サンふじ りんご　1 玉 198円

花王　　　　  　　　600㎖　
キッチンハイター 小 198円
花王　　　  　　本体 380㎖
トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレーミント278円
花王　　　  　詰替用 330㎖
トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレーミント158円
花王　　　 　各詰替 400㎖　
エマール（リフレッシュグリーンの香り・
アロマティックブーケの香り） 218円
力寿司　　　　　　 　　　1P
ちらし寿司 358円
山田精肉店　　　　　　   1 個
串カツ 220円
四季彩　　　　　　　　   1P
鶏五目ご飯弁当 398円
香川産　レタス　　1 玉 218円

フィリピン産　バナナ　1 房 158円

大分産　ベリーツ いちご　1P 598円

王子ネピア　　　　　　　　　5P
ネピアプレミアムソフトティッシュ348円

ライオン　　　　　　各 130 ｇ
NONIO ハミガキ

（クリアハーブミント・ピュアリーミ
ント・スプラッシュシトラスミント）248円
P ＆ G　　　　　　　　　　本体
アリエールジェル部屋干し398円
力寿司　　　　　1P （6 貫）
にぎり寿司 538円
四季彩　　　　　1P
鶏そぼろ弁当 298円
山口産　ほうれん草　1 束208円

宮崎産　　ピーマン　　1P 158円

青森産　サンジョナゴールド りんご　1 玉　　218円

カゴメカゴメ
ケチャップケチャップ
500g500g

永谷園永谷園
すし太郎すし太郎
黒酢入り黒酢入り
4人前4人前

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

味の素味の素
さらさらさらさら
キャノーラ油キャノーラ油
1000g1000g

日清日清

・どん兵衛・どん兵衛
����（�肉うどん・鬼かき（�肉うどん・鬼かき
揚げ天ぷらうどん）揚げ天ぷらうどん）

・・焼きそばUFO焼きそばUFO
　各1個　各 1個

カルピスカルピス

カルピスカルピス
・・白白
・完熟いちご・完熟いちご
・完熟白桃・完熟白桃
　各470㎖　各 470㎖

ミツカンミツカン
味ぽん味ぽん
600㎖600㎖

ミツカンミツカン
米酢米酢
900㎖900㎖

ネスレネスレ
ブライトブライト
260ｇ袋260ｇ袋

日清オイリオ日清オイリオ
こめ油こめ油
900ｇ900ｇ

198198円円 218218円円580580円円 398398円円

218218円円 498498円円268268円円 298298円円138138円円 298298円円

　　　
ダブルソフト 188円

　　　　　5 枚 6 枚各

超芳醇 163円
　　　　　

ホワイトリングドーナツ 178円

三幸　　　　　　　　　　　　　　各 80 ｇ
黄金いか・貝磯づくし 278円
北島水産　　　　　　　　　　　　250 ｇ
シーフードミックス 358円
マルハニチロ　　　　　　　　　　　18 尾
まるごと海老フライ 498円

国産
牛前バラ焼肉カルビー・
鉄板焼用

220g999円
国産
豚バラ切り落とし

　100g 当たり248円

国産
若鶏手羽もと
　　　　　　　100g 当たり 78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468円

アメリカ or メキシコ産
牛味付けバラカルビータレ漬け
（解凍）　　　　100g 当たり 168円
国産

豚バラうす切り
　　　　　　　100g 当たり258円

国産
牛こま切れ
　　　　　　　　250 ｇ入り 888円
カナダ産
豚ロースみそ漬け
（解凍）　　　100g 当たり 178円
国産
若鶏もも身

100g 当たり 128円
中国産　　　　1 尾入
うなぎ蒲焼 1,580円

北海道産
玉ねぎ

3 個 P 138円
長野産
えのき

1P 98円
長野産
ブナしめじ

1P 78円
北海道産
じゃがいも

500 ｇＰ 128円
福岡産
茄子

１P 258円
宮崎産
にら

1 束 128円
鳥取産
白葱

1 束 188円
宮崎産
千切り大根

1P 128円
宮崎産
ミディとまと

1P 198円

大特価奉仕大特価奉仕
 鮮魚 鮮魚

お1人様 2 本限り お1人様 2 本限り

お1人様 2 個限り お1人様 2 本限り

フジミツ 25ｇ×4　　43ｇ×3　　　38ｇ×3
４P ちくわ・かく天・ごぼう天 各98円
マルキン食品　　　　　　　　　　　　　　400 ｇ　
元気こんにゃくデカ判 98円
ふくみ屋商事　　　　　　　　　　　　　
お徳用肉まん（26 ｇ）
日清　　　　　　　　　　　　　　　　　各２人前
日清のナポリタン・日清のたらこスパ 188円
チチヤス　　　　　　　　　　　各 80 ｇ× 4
チチヤスヨーグルト（レギュラー・低糖） 178円
福利物産　　　　　　　　　　　　　　　105ｇ　
はと豆 108円
やまみ　　　　　　　　　　　　　　各 160 ｇ× 2　
丹精造り 濃厚しっかり もめん・きぬ 98円

刺身一品盛り刺身一品盛り
1 人前1 人前 440440円円
瀬戸内海産
レンチョウ（舌平目）大特価

周防大島産　　ヒノヒカリ
5kg1,830円10kg3,590円

　　 　　各 1 個
・コッペパン（ジャム＆マーガリン）
・コッペパン（つぶあん＆マーガリン）
・コッペパン（ピーナッツクリーム）
・焼きチーズスフレ
・ふわふわスフレ（生チョコクリーム） 98円
　　　　 　　　　　　1 個
ミニスナックゴールド 108円

　  　5 枚 6 枚各

ライ麦トースト 186円
　　　　 　

TB バウムクーヘン518円 230円W 国産小麦の
ミニブレッド

1 袋1 個

しんこう　　　　　　　　　　各スタンドパック 5 個入
たまごパン・メロンパン 198円
湖池屋　　　　　　　　　　　　　　　　　各 78 ｇ
スコーン（やみつき バーベキュー・とろけるクアトロチーズ） 98円
湖池屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　75ｇ
スコーン（やみつき カリサク濃密海老） 98円
砂田食品　　　　　　　　　　　　　　60 ｇ　
真いかフライ 238円
げんき本舗　　　　　　　　　　　　　150 ｇ　　
3 種の芋けんぴミックス 378円

ヤマモリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 3 ～ 4 人前
生姜が香るあさり釜めしの素・鶏ごぼう釜めしの素・鶏そぼろ釜めしの素198円
山田酒造食品　　　350㎖
たきのいずみ あまざけ 268円

オタフク　　　　　500㎖
寿し酢 258円

大森屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 枚
我が家はおすしやさん 赤 258円
小野口商店　　　　40 ｇ
中国産かんぴょう 238円

カモ井　　　　　　　18 ｇ
桜でんぶ 小袋 68円

旭松　　　10 個入 165ｇ
新あさひ豆腐 308円

　　　　　5 個入 132.5ｇ
新あさひ豆腐 粉末調味料付 258円

カルピス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 1.5ℓ
カルピスウォーター・カルピスソーダ・ぐんぐんグルト 3 種の乳酸菌 198円
ヒロカワフーズ　　 15ｇ
きざみ昆布 108円

　　　　　　　　　　50 ｇ
割れ椎茸（国内産）498円

豆腐　　　　　　　　　1 丁 60円
明治　　　　　　　 　400g

ブルガリアヨーグルト 188円
雪印　　　　　　　　300 ｇ
ネオソフト 228円
ニッスイ　　　　　　　72 ｇ
海からサラダフレーク 118円
丸美屋　　　　　　40 ｇ× 3
お城納豆 国産中粒減塩タレ付 98円
飛竜　　　　　　　　130 ｇ
中華そば トレー 158円

森永乳業　　　  1000㎖
牧場の空 208円
めん楽
・焼そば　　  　　150g
・うどん　　　  　200g 各35円
村田蒲鉾　　　　　　　　1 本
萩かまぼこ 白 98円
備後漬物　　　　　　　550 ｇ
和風キムチ 298円
寿隆蒲鉾　　　　　　　4 枚
お魚コロッケ 238円
雪印メグミルク　　70 ｇ× 3
なめらかプリン 128円

やまみ　　　　　　　各 320g

旨み贅沢濃厚仕立て（木綿・絹） 52円
奥野商店　　　　　　　130 ｇ
はも味天 1 枚 138円
宮崎デリカ　　120 ｇ× 3 個入
善太郎卵の茶碗蒸し 198円
宮崎デリカ　　100 ｇ× 4 個入
四季の懐石茶碗蒸し 198円
マルシンフーズ　　　　　70ｇ
マルシンハンバーグ 88円

418円 238円11 個入 6 個入

148円
かた揚げリング
ドーナツ

4 個入
8 個入

　　　各 1 個　
・粒あん＆ホイップクロワッサン
・北のあんぱん 108円

　　　各 1 個
・チョコブーレ
・コーヒーブーレ 118円

　　　　1 個
カジュアルミックス 259円

アサヒ スーパードライ 350㎖
× 6 缶1,190円

350㎖
1 ケース 4,748円

アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶 350㎖
1 ケース 4,748円

キリン   麒麟 淡麗グリーンラベル 350㎖
× 6 缶 860円

350㎖
1 ケース3,423円

サントリー   金麦 350㎖
× 6 缶 820円

350㎖
1 ケース3,273円

サントリー　　　　　　　　　　　　　　　　　各 350㎖缶
ほろよい（白いサワー・梅酒ソーダ・もも・はちみつレモン） 118円

宝酒造　清酒 松竹梅「天」　　　　　　パック 2ℓ 1,058円

サクラオ B&D　合成酒 加茂菊　　　　　　パック 1.8ℓ 558円

三和酒類　　単式 25° いいちこ　　　　　パック 1.8ℓ 1,462円

3月 3月 3月 3月

3 421㈬
日

㈭
日

㈮
日

㈯
日

1日㈬
▼

4日㈯
3
月
3
月

３月！春のお買い得市♪３月！春のお買い得市♪


