
でご用意しました！

くらしに身近な商品を
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くらし
応 援
くらし
応 援
くらし
応 援

毎日食べても飽きのこないシンプルな味の食べても飽きのこないシンプルな味の
食パンです。ゆごね生地配合。食パンです。ゆごね生地配合。

じっくり絞った、圧搾製法によるじっくり絞った、圧搾製法による
一番搾り油のみを使用しました。一番搾り油のみを使用しました。

ビフィズス菌BB536を使用したビフィズス菌BB536を使用した
ほどよい酸味のプレーンヨーグルトです。ほどよい酸味のプレーンヨーグルトです。

国産豚肉を使った無塩せき仕様の国産豚肉を使った無塩せき仕様の
あらびきウインナーです。あらびきウインナーです。 ※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

毎日新鮮ロースハム毎日新鮮ロースハム

毎日新鮮ハーフベーコン毎日新鮮ハーフベーコン
〈各40g×4〉〈各40g×4〉

278278円円
（税込 各（税込 各301301円）円）

・�スライスチーズ・�スライスチーズ
・�とろける・�とろける
�スライスチーズ�スライスチーズ
 〈各7枚〉 〈各7枚〉

�モッツァレラ�モッツァレラ
スライスチーズスライスチーズ
 〈7枚〉 〈7枚〉188188円円

（税込 各（税込 各204204円）円）

188188円円
（税込 （税込 204204円）円）

あらびきあらびき
ウインナーウインナー

〈90g×2〉〈90g×2〉

340340円円
（税込 （税込 368368円）円）

毎日食パン毎日食パン
〈5枚・6枚〉〈5枚・6枚〉

各110110円円
（税込 各（税込 各119119円）円）

ライトツナフレークライトツナフレーク
・�まぐろ油漬・�まぐろ油漬
・�・�まぐろ油無添加まぐろ油無添加
��〈各70g×3〉〈各70g×3〉 348348円円

（税込 各（税込 各376376円）円）

一番搾り一番搾り
キャノーラ油キャノーラ油

〈1000g〉〈1000g〉

428428円円
（税込 （税込 463463円）円）

ハーフベーコンハーフベーコン
使い切り使い切り

〈36g×3〉〈36g×3〉

268268円円
（税込 （税込 290290円）円）

ちくわちくわ
〈4本入〉〈4本入〉

8888円円
（税込 （税込 9696円）円）

フィッシュソーセージフィッシュソーセージ
〈70g×4〉〈70g×4〉

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208208円円

（税込 各（税込 各225225円）円）

プレーンプレーン
ヨーグルトヨーグルト
ビフィズスビフィズス

〈400g〉〈400g〉

158158円円
（税込 （税込 171171円）円）

※店舗により取り扱いをしていない商品もございます。※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。※このチラシの表示価格は、本体価格と税込価格を併記しています。※税込価格は参考価格です。※同チラシは店舗の企画のご案内です。不明な点等ございましたら、お気軽にお近くの店舗まで、お問い合わせください。 ※コープ商品は新デザインへの切り替え中の為、チラシの画像と商品パッケージが異なる場合がございます。

ブルー　DIC　14 版　　  68

ライトグリーン　DIC　14 版　　128

ブラウン　DIC　14 版　　309

●特色

ブルー　

ライトグリーン

ブラウン

●4c

C    50%

C      70%
M    100%
Y     100%

C      40%
M        0%
Y    100%

広告商品の
売り出し期間1/9月▶3/26日



※店舗により取り扱いをしていない商品もございます。※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。※このチラシの表示価格は、本体価格と税込価格を併記しています。※税込価格は参考価格です。※同チラシは店舗の企画のご案内です。不明な点等ございましたら、お気軽にお近くの店舗まで、お問い合わせください。 ※コープ商品は新デザインへの切り替え中の為、チラシの画像と商品パッケージが異なる場合がございます。

ぎふ・尾張のみ
三河のみ

※※写真はイメージです写真はイメージです ※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです
※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです ※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

北海道産の大粒大豆を豆本来の旨みや北海道産の大粒大豆を豆本来の旨みや
食感を活かすように炊き上げました。食感を活かすように炊き上げました。

香り豊かなエクストラバージン品質。クセが香り豊かなエクストラバージン品質。クセが
少なく爽やかでフルーティな味わいです。少なく爽やかでフルーティな味わいです。

かつおだしを使い、風味よく仕上げました。かつおだしを使い、風味よく仕上げました。

内袋のまま電子レンジで簡単調理できます。内袋のまま電子レンジで簡単調理できます。

讃岐うどん讃岐うどん
凍〈5食入〉〈5食入〉
268268円円

（税込 （税込 290290円）円）

讃岐うどん讃岐うどん
凍〈3食入〉〈3食入〉

178178円円
（税込 （税込 193193円）円）

えびグラタンえびグラタン
（レンジ専用）（レンジ専用）
凍〈2個入〉〈2個入〉

308308円円
（税込 （税込 333333円）円）

たこ焼たこ焼
凍〈50個入〉〈50個入〉

608608円円
（税込 （税込 657657円）円）

たこ焼たこ焼
凍〈20個入〉〈20個入〉

250250円円
（税込 （税込 270270円）円）

ロースハムロースハム
スライススライス

〈80g×2〉〈80g×2〉

338338円円
（税込 （税込 366366円）円）

ロースハムロースハム
〈80g〉〈80g〉

168168円円
（税込 （税込 182182円）円）

国産ポーク国産ポーク
あらびきあらびき
ウインナーウインナー

〈85g〉〈85g〉 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　

〈400g〉〈400g〉188188円円
（税込 （税込 204204円）円）

パリッとジューシーパリッとジューシー
あらびきポークあらびきポーク
ウインナーウインナー

〈90g×2〉〈90g×2〉

258258円円
（税込 （税込 279279円）円）

北海道産北海道産
大粒納豆大粒納豆

〈45g×3〉〈45g×3〉

128128円円
（税込 （税込 139139円）円）

朝の極小粒納豆朝の極小粒納豆
〈45g×3〉〈45g×3〉

7878円円
（税込 （税込 8585円）円）ベーコンベーコン

〈80g〉〈80g〉

168168円円
（税込 （税込 182182円）円）

焼そば 焼そば 
国産小麦使用国産小麦使用

〈150g×3〉〈150g×3〉

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

・ しそ昆布・ しそ昆布
・ ごま昆布・ ごま昆布
 〈各81g〉 〈各81g〉

158158円円
（税込 各 （税込 各 171171円）円）

おにぎり昆布おにぎり昆布
〈75g〉〈75g〉148148円円

（税込 （税込 160160円）円）

・ 美濃せいきょう牛乳・ 美濃せいきょう牛乳
・ 三河せいきょう牛乳・ 三河せいきょう牛乳
  〈各1000ml〉〈各1000ml〉

238238円円
（税込 各 （税込 各 258258円）円）

598598円円
（税込 （税込 646646円）円）

NEWソフトNEWソフト
〈300g〉〈300g〉

168168円円
（税込 （税込 182182円）円）

コープヌードル コープヌードル 
・しょうゆ・しょうゆ
・シーフード・シーフード
・カレー・カレー
 〈各1個〉 〈各1個〉

118118円円
（税込 各 （税込 各 128128円）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〉 〈各180g〉

8888円円
（税込 各 （税込 各 9696円）円）

くっつかないくっつかない
ホイルホイル

〈25cm×5m〉〈25cm×5m〉

168168円円
（税込 （税込 185185円）円）

くっつかないくっつかない
ホイルホイル

〈25cm×10m〉〈25cm×10m〉

288288円円
（税込 （税込 317317円）円）

くっつかないくっつかない
ホイル ワイドホイル ワイド

〈30cm×5m〉〈30cm×5m〉

198198円円
（税込 （税込 218218円）円）

生しぼり絹豆腐生しぼり絹豆腐
〈300g〉〈300g〉

7878円円
（税込 （税込 8585円）円）

広告商品の
売り出し期間

1/9月▶
3/26日


