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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。

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
エスビーエスビー

おいしさギューッとおいしさギューッと
とけ込むカレーとけ込むカレー
・甘口・甘口
・中辛・中辛
・辛口・辛口
　各140ｇ　各140ｇ

日清日清

どん兵衛どん兵衛
・�きつねうどん・�きつねうどん
・�天ぷらそば・�天ぷらそば
・�鴨だしそば・�鴨だしそば
　各1個　各1個

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

ネスレネスレ
ネスカフェ�エクセラネスカフェ�エクセラ
180ｇ瓶180ｇ瓶

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

くみあいくみあい
うまくち醤油うまくち醤油
1ℓ1ℓ

徳島製粉徳島製粉
金ちゃんラーメン金ちゃんラーメン
5食5食

ネスレネスレ
ブライトブライト
260ｇ袋260ｇ袋

イカリイカリ
・ウスターソース・ウスターソース
・とんかつソース・とんかつソース
　各300㎖　各300㎖

エバラエバラ
黄金の味黄金の味
（甘口・中辛・辛口・（甘口・中辛・辛口・
�旨にんにく）�旨にんにく）
各360ｇ各360ｇ

ミツカンミツカン
味ぽん味ぽん
600㎖600㎖

大塚製薬大塚製薬
ポカリスエットポカリスエット
1.5ℓ1.5ℓ

288288円円

398398円円 698698円円

828828円円

138138円円 128128円円288288円円 198198円円

118118円円 298298円円

268268円円 188188円円
明治  おいしい牛乳　900㎖ 268円
ひまわりフーズ　　　　130 ｇ
中華そば（パック） 129円
ひまわりフーズ　　　　200 ｇ
肉うどん（パック） 129円
八洋食品 　　　　　14 個入
博多発ラーメン屋さんの餃子 158円
マルキン食品　　40 ｇ× 3 本
元気納豆 つゆだく納豆 88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　
サヨリ 大特価

刺身盛合せ刺身盛合せ
1P1P 590590円円
萩産他　
活アジ 大特価

チリ産　　　　銀鮭切身　　　　　　4 切入 698円

カニスティック　　　　　　　　　　1P 188円

ロシア産　　　赤魚フィーレ　　　  　1P 268円

348

クレハ
キチントさん ごはん冷凍保存容器
一膳5個

円 198
大盛2個

円 168
小盛2個

円

268

旭化成
ジップロックコンテナー

正方形130㎖4個入

円 268
長方形300㎖2個入

円

1 P
キクロン
ヤシの実虎たわし 108円

1 P
キクロン
キクロン A バラ 118円

円

円

1,080

ユニチャーム

超立体マスク スタンダード 498
ふつう30枚

ユニチャーム

超快適マスク プリーツタイプ
ふつう30枚

小 50枚 中 50枚 大 50枚
日本サニパック　きっちんばたけ保存袋

138円158円 168円

お1人様 2 本限りお1人様 2 本限り

お1人様 2 本限り
お1人様 2 組限り

西日本衛材　S・W 各 12 ロール
やわらかサークル 298円
P&G　　　　　　　　　　詰替
ファブリーズ W 除菌無香料 アルコール 298円
P&G　　　　　　　詰替 320㎖
ファブリーズあらいたてのお洗濯の香り 298円
岩谷産業　　　　　　　3 本組
アイボンベクリーン 398円
力寿司　　　　　1P
巻寿司 358円
山田精肉店　　　　1 個
チーズささみカツ 220円
四季彩　　　　　　1P
ピースごはん弁当 398円
鹿児島産　 大根　  1 本 168円

佐賀産　いちごさん  1P 658円

愛知産　キャベツ  1 玉 218円

ライオン　　　　　各本体 520㎖

ソフランアロマリッチ
（ジュリエット・ダイアナ・サラ・
  エリ―・キャサリン） 228円
ダイアックス　　　　　750㎖
ワンタッチノール 148円
力寿司　　　　　　 　　1P
ちらし寿司 358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 188円

青森産　サンふじ りんご　1 玉 198円

花王　　　　  　　　900 ｇ　
アタック 高活性バイオ EX388円
花王　　　　  　　　800 ｇ　
アタック 高浸透リセットパワー 388円
花王　　　 　各詰替用 385㎖
キュキュット クリア除菌

（レギュラー・緑茶の香り・
 レモンの香り） 208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
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 628円

大王製紙　　　　　200W3P
エリエール贅沢保湿 598円
宇部フィルム
NEW ポリラップ
ライオン　　　　　　詰替 720 ｇ
香りつづくトップSweet Harmony218円
P ＆ G　　　　　　　　　　本体
アリエールジェル除菌プラス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 188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

シマヤシマヤ
だしの素粉末だしの素粉末
S-12　120ｇ（10ｇ×12）S-12　120ｇ（10ｇ×12）

アサヒアサヒ
おいしい水六甲おいしい水六甲
2ℓ2ℓ

日清日清

これ絶対これ絶対
うまいやつ♪うまいやつ♪
・・背脂醤油背脂醤油
・濃厚味噌・濃厚味噌
・豚骨醤油・豚骨醤油
　各3食パック　各 3食パックキューピーキューピー

マヨネーズマヨネーズ
450ｇ450ｇ

エバラエバラ
すき焼きのたれすき焼きのたれ
マイルドマイルド
500㎖500㎖

178178円円 8888円円

248248円円298298円円 218218円円

　　　
ダブルソフト 188円

　　　　　5 枚 6 枚各

新食感宣言ルヴァン 168円
　　　　　　各 1 個　

5 つに切ったロールケーキ（バニラ・キャラメル） 98円

竹田食品　　　　　　　　　　　　　　60 ｇ× 3
なまらうめぇ いか塩辛 298円
竹田食品　　　　　　　　　　　　　　50 ｇ× 3
なまらうめぇ いか明太 298円
マルタスギヨ　　　　　　　　　　　　　85ｇ
ままかり酢漬 278円

国産
牛ももミニステーキ

100g 当たり498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

（鉄板焼き・焼きしゃぶ用に）　100g 当たり458円

輸入（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
牛前バラカルビー
鉄板焼用　　　　　220 ｇ 999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 128円
長野産
えのき

1P 58円
長野産
ブナしめじ

1P 68円
北海道産
新じゃがいも

500 ｇＰ 158円
福岡産
茄子

１P 248円
熊本産
とまと

1 玉 108円
宮崎産
新生姜

1P 168円
福岡産
サニーレタス

1 束 128円
宮崎産
ミディとまと

1P 198円

お1人様１ケース限り

お1人様１ケース限り

大特価奉仕大特価奉仕
 鮮魚 鮮魚

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
宮崎デリカ　　　　　　　　　　　　　　各 190 ｇ　
茶碗蒸し（えび・かに・松茸） 88円
カモ井　　　　　　　　　　　　　　　　　220 ｇ
味まめ 徳用袋 225円
オクヒロ　　　　　　　　　　　　　　　　150 ｇ
田舎金時トレー入り 239円
楽陽食品　　　　　　　　　　　　　　　各 10 粒
チルドかに入り焼売・チルドえび入り焼売 108円
楽陽食品　　　　　　　　　　　　　　　　10 粒　
チルド黒豚焼売 108円
肥前とうふ　　　　　　　　　　　　　　各 160 ｇ　
ごま豆腐 ペロリン・京風ごま豆腐 シロリン 174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
メバル 大特価

阿東産　　阿東こしひかり
5kg1,899円10kg3,790円

　　 　　各 1 個
・ミルクホイップコルネ
・チョコホイップコルネ
・大きなツインシュー 98円
　　　　 　　　　　　各 1 個
・ナイススティック
・アップルパイ
・レーズンサンド 108円

　  　5 枚 6 枚各

マイブレッド食パン 118円
　　　各 7 個入　

ピープ・チョコピープ228円

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
栗山　　　88 ｇ　　　　　　　　　　　　　　16 枚
瀬戸の汐揚げ・ばかうけ ごま揚げしょうゆ 各168円
伊藤製菓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
みたらしだんご餅 248円
MD　　　　　　　　　　　　　　　
ミレービスケット・ミレービスケットはちみつバター 各198円
ブルボン　　　　　　　　　　　　　　　　44 本　　
エリーゼ FS 298円

グリコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 3 ～ 4 人前
炊き込み御膳（鶏ごぼう・とり五目） 298円
マルハニチロ　　50 ｇ× 2　　　　　　　　52 ｇ× 2
さけフレーク・とりそぼろ 各298円
アマノフーズ　　　　　　　　　　　　　　　各 5 食
うちのおみそ汁（赤だしなめこ・なす・野菜） 308円
イカリソース　　　　　　　　　　　　　　　　　　500 ｇ
関西あまからお好みソース 198円
三島食品　26 ｇ　　　　16 ｇ　　　　　　15ｇ
ゆかり・ひろし・かおり 各108円
オタフク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500㎖
なますの酢・南蛮漬の酢 268円
ホクレン　　 250 ｇ
片栗粉 108円

ハウス　　　　　180 ｇ
カリー屋カレーハヤシ 108円

豆腐　　　　　　　　　1 丁 60円
明治　　　　　　　 　400g

ブルガリアヨーグルト 188円
美山　　　　　　　　200 ｇ
イチオシキムチ あま口 169円
美山　　　　　　　　200 ｇ
イチオシキムチ 辛口 169円
ニッスイ　　　　　　　72 ｇ
海からサラダフレーク 138円
村田実商店　　　　　80 ｇ
御蒲鉾 三色 125円

やまみ　　　　　　　　320g

旨み贅沢濃厚仕立て木綿 52円
やまみ　　　　　　　各 320g

旨み贅沢濃厚仕立て絹 52円
備後漬物　　　　　　180 ｇ
刻み白菜漬 113円
大社食品　　　　各 100 ｇ
一口天ぷら
・枝豆
・野菜
・ピリ辛タコ 204円

　　　各 1 個　
・バターランチ
・蒜山牛乳クリームパン
・カレーパン 108円

　　　　1 個
チョコレーヌ 118円

　　　　1 個
いちごサンド 304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
三好食品　　　　　　4 個入
短冊絹厚揚げ 125円
三好食品　　　　　　3 個入
にがり厚揚げ 125円
やまみ　　　　　　　　3 枚
昔ながらの油揚げ 102円

22㎝× 50 ｍ 30㎝× 20 ｍ

138円 88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   のどごし生 350㎖
× 6 缶 820円

350㎖
1 ケース3,273円

キリン   本麒麟 350㎖
× 6 缶 820円

350㎖
1 ケース3,273円

宝　焼酎ハイボール
（ドライ・シークァーサー・グレープフルーツ・レモン）　　　　各 350㎖ 108円

月桂冠　清酒 月桂冠 定番酒 つき　　　　パック 2ℓ 1,078円

宗政酒造　　25° 響の麦　　　　　　　　　　　1.8ℓ 1,062円

3月 3月 3月 3月

17 181615㈬日 ㈭
日

㈮
日

㈯
日

15日㈬
▼

18日㈯
3
月
3
月年度末 お買い得市！年度末 お買い得市！


