
でご用意しました！

1月～3月
 （１/９～３/２６）まで

くらしに身近な商品を

特別
価格
特別
価格
特別
価格

くらし
応 援
くらし
応 援
くらし
応 援
商品数も増やし



※広告の商品は豊富に取りそろえておりますが、万一品切れの節はご容赦ください。 ※コープ商品は新デザインへの切り替え中のためチラシの画像とパッケージが異なる場合がございます。    店舗により取り扱いをしていない商品もございます。  ※組合員証カードの提示がない場合「非提示価格」での精算となります。ご了承のほどお願いいたします。

非提示価格 各110円（税込各119円）非提示価格 118円（税込128円）

  税込  税込

（（各各106106円円））

毎日食パン毎日食パン  5枚入・6枚入5枚入・6枚入毎日食パン毎日食パン
5枚入5枚入

各9898円円

エクストラバージンエクストラバージン
オリーブオイルオリーブオイル
400g400g

非提示価格 598円（税込646円）

  税込  税込

（（528528円円））488488円円

エクストラバージンエクストラバージン
オリーブオイルオリーブオイル
910g910g

非提示価格 980円（税込1,059円）

  税込  税込

（（951951円円））880880円円

非提示価格 各358円（税込各387円）

  税込  税込

（（各各268268円円））

イタリアスパゲッティイタリアスパゲッティ
・1.3mm ・1.7mm・1.3mm ・1.7mm
各1kg各1kg

248248 円円

非提示価格 340円（税込368円）

  税込  税込

（（301301円円））

あらびきウインナーあらびきウインナー
90g×290g×2

278278円円
非提示価格 108円（税込117円）

非提示価格 88円（税込96円）

  税込  税込

（（各各8585円円））

ちくわ ちくわ 4本入4本入

風味かまぼこ 風味かまぼこ 10本入10本入

各7878 円円 非提示価格 248円（税込268円）

  税込  税込

（（214214円円））

三陸産細切りめかぶ三陸産細切りめかぶ（たれ付き）（たれ付き）
40g×340g×3

198198円円

非提示価格 398円（税込430円）

  税込  税込

（（409409円円））

薄衣の若鶏唐揚げ薄衣の若鶏唐揚げ
  250g250g

378378円円
非提示価格 298円（税込322円）

  税込  税込

（（268268円円））

いろいろミニおでんセットいろいろミニおでんセット
7種14個7種14個

248248円円
非提示価格 198円（税込214円）

  税込  税込

（（193193円円））

焼そば 国産小麦使用焼そば 国産小麦使用
150gx3150gx3

178178円円

非提示価格 148円（税込160円）

  税込  税込

（（117117円円））
トマトケチャップ トマトケチャップ 500g500g

108108円円
非提示価格 各298円（税込各322円）

  税込  税込

（（各各279279円円））

食塩不使用食塩不使用
・アーモンド・アーモンドカシュー・カシューナッツ・アーモンド・アーモンドカシュー・カシューナッツ
・ミックスナッツ・ミックスナッツ・くるみ・マカデミアミックス・くるみ・マカデミアミックス
各1袋各1袋

258258円円

非提示価格 各188円（税込各204円）

  税込  税込

（（各各193193円円））

とろけるスライスチーズとろけるスライスチーズ
スライスチーズスライスチーズ
各7枚入各7枚入

178178円円

非提示価格 100円（税込108円）

大豆ドライパック パウチ大豆ドライパック パウチ
1袋1袋

非提示価格 110円（税込119円）

  税込  税込

（（各各8585円円））

4種の豆のミックスビーンズ4種の豆のミックスビーンズ
ドライパック パウチドライパック パウチ
1袋1袋

各7878 円円

非提示価格 各348円（税込各376円）

澄ましバターと国産小麦のシュガーラスク澄ましバターと国産小麦のシュガーラスク
バターが薫る国産小麦のラングロールバターが薫る国産小麦のラングロール
各1箱各1箱

非提示価格 各328円（税込各355円）

  税込  税込

（（各各312312円円））

アーモンドリーフアーモンドリーフ
アーモンドリーフ エスプレッソ仕立てアーモンドリーフ エスプレッソ仕立て
各1箱各1箱

各288288 円円

非提示価格 218円（税込236円）

有機豆乳無調整有機豆乳無調整
900ml900ml

168168円円
  税込  税込

（（182182円円））
非提示価格 1,480円（税込1,599円）

一色うなぎ一色うなぎ
鰻まぶしセット鰻まぶしセット

  50g×250g×2

1,3801,380円円
  税込  税込

（（1,4911,491円円））
非提示価格 各258円（税込各279円）

スープカップスープカップ
・コーンクリーム・コーンクリーム
・ポタージュ・ポタージュ
・粒入りコーン・粒入りコーン
各8袋入各8袋入

198198円円
  税込  税込

（（各各214214円円））
非提示価格 208円（税込225円）

せいきょうせいきょう
だしパックだしパック
12g×1212g×12

178178円円
  税込  税込

（（193193円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

チョコレートチョコレート
・カカオ70％・カカオ70％
・カカオ85％・カカオ85％
各1袋各1袋

258258円円
  税込  税込

（（各各279279円円））
非提示価格 348円（税込376円）

フィッシュ＆ナッツフィッシュ＆ナッツ
1袋1袋

298298円円
  税込  税込

（（322322円円））

非提示価格 各398円（税込各430円）

ひとくちたらこひとくちたらこ
ひとくち辛子明太子ひとくち辛子明太子
各90g各90g

328328円円
  税込  税込

（（各各355355円円））
非提示価格 458円（税込495円）

たらのたらの
甘酢あんかけ甘酢あんかけ

  240g240g

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 各438円（税込各474円）

ビーフカレー ビーフカレー 
・甘口 ・中辛 ・辛口・甘口 ・中辛 ・辛口
各180g×5各180g×5

328328円円
  税込  税込

（（各各355355円円））
非提示価格 各310円（税込各335円）

ドレッシングドレッシング
・野菜たっぷり和風・野菜たっぷり和風
・深煎り胡麻・深煎り胡麻
・ピリ辛チョレギサラダ・ピリ辛チョレギサラダ
各300ml各300ml

248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円））
非提示価格 358円（税込387円）

井村屋井村屋
ゴールドゴールド
肉まん肉まん
2個入2個入

298298円円
  税込  税込

（（322322円円））

非提示価格 248円（税込273円）

未晒しキッチンペーパー 未晒しキッチンペーパー 150組入150組入

178178円円
  税込  税込

（（196196円円））

非提示価格 248円（税込273円）

キッチン用ポリ袋  箱入 キッチン用ポリ袋  箱入 150枚入150枚入

188188円円
  税込  税込

（（207207円円））

パスコパスコ
超熟超熟 5枚入・6枚入 5枚入・6枚入 たまごスープたまごスープ

5食入5食入

非提示価格 265円（税込287円）

  税込  税込

（（214214円円））198198 円円

たまごスープたまごスープ
10食入10食入

非提示価格 498円（税込538円）

  税込  税込

（（411411円円））380380 円円

非提示価格 各458円（税込各495円）

  税込  税込

（（各各376376円円））

シーチキンシーチキン
・マイルド ・Lフレーク・マイルド ・Lフレーク
各70g×3各70g×3

348348円円

非提示価格 398円（税込430円）

  税込  税込

（（409409円円））

お肉がおいしい水餃子お肉がおいしい水餃子
  310g310g

378378円円
非提示価格 各208 円（税込各 225円）

  税込  税込

（（各各193193円円））

おさかなソーセージおさかなソーセージ
・小・小  8本（160g）8本（160g）  ・大 ・大 3本（195g）3本（195g）

各178178円円
非提示価格 各208円（税込各225円）

  税込  税込

（（各各171171円円））

井ゲタ竹内井ゲタ竹内
恩納村の太もずく 恩納村の太もずく 
・三杯酢 ・純玄米黒酢 ・紀州梅・三杯酢 ・純玄米黒酢 ・紀州梅
各60g×3各60g×3

158158円円

非提示価格 258円（税込279円）

  税込  税込

（（214214円円））

パリッとジューシーパリッとジューシー
あらびきポークウインナーあらびきポークウインナー
90g×290g×2

198198円円
非提示価格  78円（税込85円）

  税込  税込

（（7474円円））
朝の極小粒納豆朝の極小粒納豆 45g×3 45g×3

6868円円
非提示価格 78円（税込85円）

  税込  税込

（（7474円円））
生しぼり絹豆腐 生しぼり絹豆腐 300g300g

6868円円

非提示価格 398円（税込430円）

  税込  税込

（（376376円円））

ミックスチーズ ミックスチーズ 180g180g

348348円円
非提示価格 328円（税込355円）

  税込  税込

（（290290円円））
きび砂糖 きび砂糖 750g750g

268268円円
非提示価格 各358円（税込各387円）

  税込  税込

（（各各301301円円））

厚切りバウムクーヘン厚切りバウムクーヘン
厚切りバナナバウム厚切りバナナバウム
各9個入各9個入

278278円円

非提示価格 各98円（税込各106円）

  税込  税込

（（各各9696円円））

モンテールモンテール
牛乳と卵のシュークリーム牛乳と卵のシュークリーム
牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー
各1個各1個

8888円円
非提示価格 548円（税込592円）

  税込  税込

（（463463円円））
純正ごま油 純正ごま油 300g300g

428428円円

ぽりぽり小魚ぽりぽり小魚
ナッツ＆セサミナッツ＆セサミ
じゃり豆じゃり豆（ひまわり・かぼちゃ・アーモンド）（ひまわり・かぼちゃ・アーモンド）
各1袋各1袋

非提示価格 各280円（税込各303円）

  税込  税込

（（各各268268円円））248248円円

非提示価格 285円（税込308円）

日本ハム日本ハム
石窯工房 石窯工房 
マルゲリータピザマルゲリータピザ
1枚1枚

248248円円
  税込  税込

（（268268円円））
非提示価格 498円（税込538円）

北島水産北島水産
大粒むきえび大粒むきえび

  170g170g

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 398円（税込430円）

豚汁豚汁
5食入5食入

348348円円
  税込  税込

（（376376円円））
非提示価格 238円（税込258円）

薄力小麦粉薄力小麦粉
1kg1kg

198198円円
  税込  税込

（（214214円円））
非提示価格 各188円（税込各204円）

岩塚製菓岩塚製菓
田舎のおかき田舎のおかき
田舎のおかき 塩味田舎のおかき 塩味
各1袋各1袋

148148円円
  税込  税込

（（各各160160円円））
非提示価格 各188円（税込各204円）

でん六でん六
抹茶あずきチョコ抹茶あずきチョコ
珈琲あずきチョコ 珈琲あずきチョコ 
各1袋各1袋

有馬芳香堂有馬芳香堂
さくさくきなこ大豆さくさくきなこ大豆

148148円円
  税込  税込

（（各各160160円円））

非提示価格 各528円（税込各571円）

骨取りさばの骨取りさばの
・味噌煮 ・味噌煮 
・みぞれ煮・みぞれ煮
・煮付け・煮付け（しょうゆ）（しょうゆ）

  各180g各180g

468468円円
  税込  税込

（（各各506506円円））
非提示価格 368円（税込398円）

からふとからふと
ししゃもししゃも
みりん干し焼きみりん干し焼き
80g80g

328328円円
  税込  税込

（（355355円円））
非提示価格 498円（税込538円）

有機栽培有機栽培
フェアトレードフェアトレード
コーヒーコーヒー
10g×810g×8

398398円円
  税込  税込

（（430430円円））
非提示価格 578円（税込625円）

わたしのブレンドわたしのブレンド
レギュラーコーヒーレギュラーコーヒー
360g360g

480480円円
  税込  税込

（（519519円円））
非提示価格 198円（税込214円）

美山美山
いちおしいちおし
キムチキムチ
180g180g

158158円円
  税込  税込

（（171171円円））
非提示価格 298円（税込322円）

非提示価格 248円（税込273円）

キッチン用キッチン用
ポリ袋  箱入ポリ袋  箱入
150枚入150枚入

188188円円
  税込  税込

（（207207円円））

非提示価格 各178円（税込各193円）

  税込  税込

（（各各160160円円））各148148円円

表示価格は本体価格と税込価格を併記しています。

広告企画実施店
長良店 0120(863)948
芥見店 0120(147)185
尾崎店 0120(082)655

可児店 0120(863)965
多治見店 0120(863)957
恵那店 0120(057)302

営 業 時 間通 常

　9：30〜20：00
土曜・日曜は9：00〜20：00笑顔あふれる

協同のくらし

全
店

LINEで友だちになろう！
お得な情報を随時お伝えいたします。
LINEの「友だち追加」から二次元コード
をスキャンしてください。 長良店 可児店 芥見店 多治見店 尾崎店 恵那店

掲載の商品は、組合員カードを
レジにてご提示いただくと「お
値打ち価格」でお買上げいただ
けます。
当日のご加入でも「お値打ち価
格」でお買上げいただけます。
ご加入の手続きも簡単です。詳
細はサービスカウンターまで、
お気軽に声をおかけください。

お申込期間

お受取日

2月2月ののケース予約ケース予約

22月月１１１１日日　　　　・・１２１２日日土
日
日

11月月９９日日　　　　〜〜2９2９日日

お店でまとめて
予約しておトク！

月

写真はイメージです写真はイメージです

今年も「恵方巻」はコープのお店で！
２月３日 金 は節分

太巻予約受付！

2023年の
恵方は

南南東

　　　１月４日　 　〜30日　　   　　　　　　２月３日
ご予約いただくと当日販売価格の8％引き

月水 金ご予約 お受取り

1/23 292827262524
日日 SundaySunday土土 SaturdaySaturday月月 MondayMonday 火火 TuesdayTuesday 水水 WednesdayWednesday 木木 ThursdayThursday 金金 FridayFriday

均一セール 店舗修理会
多治見店

店舗修理会
芥見店

北陸直送
鮮魚市

恵方巻予約締切 ～1/30

ケース予約締切 ～1/29

1/23（月）

〜
1/29（日）

1/16（月）

〜
1/22（日）

1/16 222120191817
日日 SundaySunday土土 SaturdaySaturday月月 MondayMonday 火火 TuesdayTuesday 水水 WednesdayWednesday 木木 ThursdayThursday 金金 FridayFriday

均一セール
店舗修理会
長良店

ぎふっこ
カードで

組合員全品
５％割引　

北陸直送
鮮魚市

非提示価格 168円（税込182円）

ベーコンベーコン
80g80g

148148円円
  税込  税込

（（160160円円））

非提示価格 1,180円（税込1,275円）

アマタケアマタケ
岩手県産岩手県産
あい鴨鍋セットあい鴨鍋セット

  300g300g

990990円円
  税込  税込

（（1,0701,070円円））
非提示価格 348円（税込376円）

非提示価格 378円（税込409円）
枝豆のがんも 枝豆のがんも   6個入6個入

やわらかぎんなんがんも やわらかぎんなんがんも   8個入8個入

各278278円円
  税込  税込

（（各各301301円円））

非提示価格 298円（税込322円）

非提示価格 285円（税込308円）

北海道のつぶコーン 北海道のつぶコーン   1袋1袋

北海道のそのまま枝豆北海道のそのまま枝豆    1袋1袋

各228228円円
  税込  税込

（（各各247247円円）） 非提示価格 250円（税込270円）

たこ焼たこ焼  
  20個入20個入

228228円円
  税込  税込

（（247247円円））
非提示価格 608円（税込657円）

たこ焼たこ焼  
  50個入50個入

478478円円
  税込  税込

（（517517円円））
非提示価格 268円（税込290円）

ハーフベーコンハーフベーコン
使い切り使い切り
36g×336g×3

198198円円
  税込  税込

（（214214円円））

非提示価格 358円（税込387円）

非提示価格 348円（税込376円）
4種のベリーミックス4種のベリーミックス   1袋1袋

ブルーベリーブルーベリー   1袋1袋

非提示価格 328円（税込355円）

キウイの入った彩り果実のフルーツミックスキウイの入った彩り果実のフルーツミックス
  1袋1袋

各248248円円
  税込  税込

（（各各268268円円）） 非提示価格 428円（税込463円）

ふっくら卵のふっくら卵の
オムライスオムライス

  2食入2食入

308308円円
  税込  税込

（（333333円円））
非提示価格 各338円（税込各366円）

チキンライスチキンライス
鶏ごぼうごはん鶏ごぼうごはん

  各450g各450g

228228円円
  税込  税込

（（各各247247円円））
非提示価格 各298円（税込各322円）

パラッと炒めた本格炒飯パラッと炒めた本格炒飯
えびピラフえびピラフ

  各450g各450g

228228円円
  税込  税込

（（各各247247円円））

ロースハムロースハム
使い切り使い切り
36g×336g×3

278278円円
  税込  税込

（（301301円円））

非提示価格 238円（税込258円）

  税込  税込

（（236236円円））

美濃せいきょう牛乳美濃せいきょう牛乳
1000ml1000ml

218218円円




