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フジミツフジミツ

おでんセットおでんセット
徳用500徳用500

（9種16品+だし）（9種16品+だし）

298298円円

ケーエスフーズケーエスフーズ

もっちりおいしいもっちりおいしい
絹厚あげ絹厚あげ

（4個入）（4個入）

9898円円

さとの雪さとの雪

鍋八とうふ鍋八とうふ
（350g）（350g）

9898円円

CGCSPCGCSP

特用こんにゃく特用こんにゃく
（350g）（350g）

8888円円

CGCSPCGCSP

小結しらたき2P小結しらたき2P
（80g×2）（80g×2）

108108円円

東洋水産東洋水産

鍋用ラーメン鍋用ラーメン
2袋入2袋入

（90g×2）（90g×2）

168168円円

CJフーズCJフーズ

本技本技
おいしいキムチおいしいキムチ

（300g）（300g）

298298円円

阿波蒲鉾阿波蒲鉾

ちくわちくわ
（3本入）（3本入）

178178円円

CGCCGC

3.6牛乳3.6牛乳
（1L）（1L）

188188円円

小岩井乳業小岩井乳業

iMUSEiMUSE
生乳ヨーグルト生乳ヨーグルト

（100g）（100g）

108108円円
小岩井乳業小岩井乳業

iMUSEiMUSE
ドリンクヨーグルトドリンクヨーグルト

（115g）（115g）

108108円円
森永乳業森永乳業

★リプトンCREAMY紅茶ラテ★リプトンCREAMY紅茶ラテ
★リプトンCREAMY抹茶ラテ★リプトンCREAMY抹茶ラテ

（各240ml）（各240ml）

各108108円円

CGCCGC

とろけるミックスチーズとろけるミックスチーズ
（300g）（300g）

398398円円

メロディアンメロディアン

★酒粕甘酒★酒粕甘酒
★しょうが入り甘酒★しょうが入り甘酒

（各195g）（各195g）

各118118円円

ハウスハウス

おでんの素おでんの素
（4P）（4P）

9898円円

ハウスハウス

ねりからしねりからし
（43g）（43g）

9898円円

エバラエバラ

すきやきのたれすきやきのたれ
マイルドマイルド

（300ml）（300ml）

168168円円

ミツカンミツカン

味ぽん味ぽん
（360ml）（360ml）

198198円円
ミツカンミツカン

〆まで美味しい鍋つゆ〆まで美味しい鍋つゆ
★キムチ鍋★キムチ鍋
★ごま豆乳鍋★ごま豆乳鍋
★寄せ鍋★寄せ鍋
★焼あごだし鍋★焼あごだし鍋
★塩ちゃんこ鍋★塩ちゃんこ鍋

（各750g）（各750g）

各238238円円

カゴメカゴメ

甘熟トマト甘熟トマト
鍋スープ鍋スープ

（750g）（750g）

268268円円

マロニーマロニー

マロニーマロニー
（鍋・煮物用）（鍋・煮物用）
（100g）（100g）

118118円円

くらこんくらこん

手がるだし手がるだし
（56g）（56g）

268268円円

ロッテロッテ

カスタードケーキカスタードケーキ
(あまおう苺)(あまおう苺)

（6個入）（6個入）

268268円円

亀田製菓亀田製菓

冬のつまみ種冬のつまみ種
（115g）（115g）

218218円円

森永製菓森永製菓

ムーンライトムーンライト
ソフトケーキソフトケーキ

（6個入）（6個入）

248248円円

ブルボンブルボン

ロアンヌいちごロアンヌいちご
（20枚入）（20枚入）

268268円円

ブルボンブルボン

ミニシルベーヌミニシルベーヌ
(いちご×チョコレート)(いちご×チョコレート)

（133g）（133g）

268268円円

グリコグリコ

冬のくちどけポッキー冬のくちどけポッキー
（6袋入）（6袋入）

288288円円

花王花王

アタック3Xアタック3X
（本体880g）（本体880g）

258258円円

花王花王

エマールエマール
アロマティックブーケアロマティックブーケ

（詰替400ml）（詰替400ml）

198198円円

花王花王

ハミングファインハミングファイン
ローズガーデンローズガーデン

（詰替480ml）（詰替480ml）

238238円円

ライオンライオン

CHARMYマジカ速乾CHARMYマジカ速乾
＋ナチュラルハーブ＋ナチュラルハーブ

（詰替600ml）（詰替600ml）

298298円円

P&GP&G

除菌ジョイ除菌ジョイ
コンパクトコンパクト

（詰替400ml）（詰替400ml）

228228円円

ユニ・チャームユニ・チャーム

ライフリーさわやかパッドライフリーさわやかパッド
特に多い時も1枚で安心用特に多い時も1枚で安心用

（12枚入）（12枚入）

648648円円

徳島産徳島産

勝浦みかん勝浦みかん
（約1kg入、1袋）（約1kg入、1袋）

458458円円

和歌山産和歌山産

有田みかん有田みかん
（約1kg入、1袋）（約1kg入、1袋）

458458円円

徳島産徳島産

富有柿富有柿
（1玉）（1玉）

9898円円

徳島産徳島産

あたご柿あたご柿
（2ヶ入、1袋）（2ヶ入、1袋）

298298円円

永谷園永谷園

煮込みラーメン煮込みラーメン
★しょうゆ味★しょうゆ味
★みそ味★みそ味

（各（各2人前×2P2人前×2P））

各268268円円

長野･青森産長野･青森産

★★サンふじサンふじ
青森･岩手産青森･岩手産

★★ジョナゴールドジョナゴールド
（各（各1玉1玉））

各128128円円

洋日配

和日配食品青果

お菓子 日用品

惣菜コーナー今月の1品今月の1品
※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

生鮮のいちおし生鮮のいちおし
●「ライトツナフレーク」はキハダマグロを、「ライトフレーク」はかつおを、
　野菜スープと大豆油にじっくり漬け込みました。
●細かくほぐしたフレークタイプだから使い勝手も抜群！サラダやサンドイッチ、
　スパゲティやチャーハンなど、いろいろなお料理にお使いください。

CGCCGC

ライトフレークライトフレーク
（かつお大豆油漬）（かつお大豆油漬）
（80ｇ×3P）（80ｇ×3P）

218218円円

CGCCGC

ライトツナフレークライトツナフレーク
★まぐろ大豆油漬★まぐろ大豆油漬
★オイル不使用★オイル不使用

（各80ｇ×3P）（各80ｇ×3P）

各218218円円

CGCCGC

とれたてとれたて
スイートコーン3Pスイートコーン3P

（198g×3）（198g×3）

268268円円

CGCママ印CGCママ印

上白糖上白糖
（1kg）（1kg）

218218円円

CGCママ印CGCママ印

三温糖三温糖
（1kg）（1kg）

248248円円
日清フーズ日清フーズ

マ・マー早ゆでスパゲティマ・マー早ゆでスパゲティ
★1.4mm★1.4mm
★1.6mm★1.6mm
★1.8mm★1.8mm

（各500g）（各500g）

各380380円円

味の素味の素

コンソメコンソメ
（21個入）（21個入）

328328円円

森永森永

★クリープ<袋>★クリープ<袋>
★クリープライト<袋>★クリープライト<袋>

（各200g）（各200g）

各428428円円

CGCCGC

つぶ入りつぶ入り
コーンクリームコーンクリーム

（8P）（8P）

228228円円

CGCCGC

わかめスープわかめスープ
（8P）（8P）

178178円円
サンヨー食品サンヨー食品

★サッポロ一番★サッポロ一番
　みそラーメン　みそラーメン
★サッポロ一番★サッポロ一番
　塩ラーメン　塩ラーメン

（各5食入）（各5食入）

各438438円円
ハウスハウス

★完熟トマトの★完熟トマトの
　ハヤシライスソース　ハヤシライスソース
　　（184g）（184g）
★熟成デミグラスソースの★熟成デミグラスソースの
　ハッシュドビーフ　ハッシュドビーフ（160g）（160g）

各298298円円

ヒガシマルヒガシマル

★こいくちしょうゆ★こいくちしょうゆ
★うすくちしょうゆ★うすくちしょうゆ

（各1L）（各1L）

各340340円円
UCCUCC

ゴールドスペシャルゴールドスペシャル
★スペシャルブレンド★スペシャルブレンド
★モカブレンド★モカブレンド
★キリマンジャロブレンド★キリマンジャロブレンド

（各400g）（各400g）

各738738円円

CGC適量適価CGC適量適価

サラダチキンサラダチキン
★プレーン★プレーン
★ハーブ★ハーブ

（各125g）（各125g）

各168168円円

CGC適量適価CGC適量適価

ほぐしサラダチキンほぐしサラダチキン
（100g）（100g）

168168円円
東洋水産東洋水産

マルちゃんマルちゃん
昔ながらの中華そば昔ながらの中華そば
★しょうゆ★しょうゆ
★みそ★みそ
★しお★しお

各138138円円
東洋水産東洋水産

★えびシュウマイ★えびシュウマイ
★かにシュウマイ★かにシュウマイ
★黒豚シュウマイ★黒豚シュウマイ

（各8個入）（各8個入）

各208208円円

大沢食品大沢食品

黒酢かぶら黒酢かぶら
（150g）（150g）

298298円円

青木食品青木食品

田舎パック田舎パック
（400g）（400g）

9898円円

日清食品日清食品

★フライパンひとつで★フライパンひとつで
　日清のちゃんぽん　日清のちゃんぽん
★フライパンひとつで★フライパンひとつで
　日清のあんかけラーメン　日清のあんかけラーメン

（各2人前）（各2人前）

各238238円円

飛竜飛竜

★肉うどん鍋★肉うどん鍋(180g)(180g)
★チャンポン鍋★チャンポン鍋(150g)(150g)

各298298円円

阿波蒲鉾阿波蒲鉾

ちくわちくわ
（3本入）（3本入）

188188円円

CGCCGC

さぬきうどん5食さぬきうどん5食
（200g×5）（200g×5）

298298円円

CGC断然お得CGC断然お得

大阪たこ焼大阪たこ焼
（40個入）（40個入）

498498円円

明治明治

★えびグラタン★えびグラタン
★えびドリア★えびドリア

（各3個入）（各3個入）

各498498円円

CGCCGC

ポテトチップスポテトチップス
★うすしお味★うすしお味
★コンソメ味★コンソメ味
★のり塩味★のり塩味

（各160g）（各160g）

各178178円円
CGCCGC

厚切りポテトチップス厚切りポテトチップス
★うすしお味★うすしお味
★サワークリーム★サワークリーム
　オニオン味　オニオン味

（各160g）（各160g）

各178178円円

亀田製菓亀田製菓

★亀田の柿の種★亀田の柿の種
　6袋詰　6袋詰(200g)(200g)
★亀田の柿の種わさび★亀田の柿の種わさび
　6袋詰　6袋詰(182g)(182g)

各228228円円

岩塚製菓岩塚製菓

★味しらべ★味しらべ(32枚入)(32枚入)
★黒豆せんべい★黒豆せんべい(10枚入)(10枚入)

各178178円円
カンロカンロ

★金のミルクキャンディ★金のミルクキャンディ
　　(80g)(80g)
★金のミルクキャンディ★金のミルクキャンディ
　抹茶　抹茶(70g)(70g)

各178178円円

CGCCGC

★素焼きミックス★素焼きミックス
　ナッツ　ナッツ(90g)(90g)
★素焼き★素焼き
　アーモンド　アーモンド(100g)(100g)

各298298円円

CGCCGC

★カシューナッツ★カシューナッツ
　　(95g)(95g)
★ピスタチオ★ピスタチオ(100g)(100g)
★生くるみ★生くるみ(95g)(95g)
★マカダミアナッツ★マカダミアナッツ
　　(53g)(53g)

各298298円円

ロッテロッテ

コアラのマーチコアラのマーチ
★チョコ★チョコ(50g)(50g)
★いちご★いちご(48g)(48g)

各8888円円

ヤマザキビスケットヤマザキビスケット

★エントリー2P★エントリー2P
★ラングドシャ2P★ラングドシャ2P

各188188円円

渋谷渋谷

よさこい芋けんぴよさこい芋けんぴ
（180g）（180g）

208208円円

CGCCGC

とろけるとろける
ミックスチーズミックスチーズ

（300g）（300g）

428428円円
CGCCGC

★クリームチーズ★クリームチーズ(200g)(200g)
★クリームチーズ★クリームチーズ
　ハーブ＆ガーリック　ハーブ＆ガーリック
　　(150g)(150g)

各298298円円

CGCCGC

甘酒甘酒
（1L）（1L）

338338円円

CGCCGC

ピザソースピザソース
ボトルタイプボトルタイプ

（200g）（200g）

178178円円

CGCCGC

ナンナン
（2枚入）（2枚入）

158158円円

森永乳業森永乳業

森永ミルクココア森永ミルクココア
（240ml）（240ml）

118118円円

明治明治

ブルガリアヨーグルトブルガリアヨーグルト
脂肪ゼロ脂肪ゼロ
★あじわい苺★あじわい苺
★ブルーベリー&3種のベリー★ブルーベリー&3種のベリー
★甘美白桃★甘美白桃

（各180g）（各180g）

各118118円円

グリコグリコ

アーモンド効果アーモンド効果
各種各種

（各200ml）（各200ml）

  108  108円円

神戸屋神戸屋

もちふわ匠の逸品もちふわ匠の逸品
★4枚切★4枚切
★5枚切★5枚切
★6枚切★6枚切

各178178円円

東海東海

カセットボンベカセットボンベ
（3P）（3P）

350350円円

CGC断然お得CGC断然お得

2倍巻キッチンタオル2倍巻キッチンタオル
(100カット)(100カット)

（4ロール）（4ロール）

288288円円

ＣＧＣくらしのベストＣＧＣくらしのベスト

流せる流せる
トイレクリーナートイレクリーナー

（30枚入）（30枚入）

128128円円

CGCCGC

おしりにやさしいおしりにやさしい
トイレット　トイレット　
☆シングル☆シングル
☆ダブル☆ダブル

（各12ロール）（各12ロール）

各360360円円
ライオンライオン

NONIOハミガキNONIOハミガキ
☆クリアハーブミント☆クリアハーブミント
☆ピュアリーミント☆ピュアリーミント
☆スプラッシュシトラスミント☆スプラッシュシトラスミント

（各130g）（各130g）

各318318円円
花王花王

バブバブ
☆ゆずの香り☆ゆずの香り
☆森の香り☆森の香り
☆ラベンダーの香り☆ラベンダーの香り

（各20錠入）（各20錠入）

各880880円円

P&GP&G

アリエールアリエール
バイオサイエンスジェルバイオサイエンスジェル

（詰替690g）（詰替690g）

438438円円

P&GP&G

レノア本格消臭レノア本格消臭
☆フレッシュグリーン☆フレッシュグリーン
☆リラックスアロマ☆リラックスアロマ

（詰替420ml）（詰替420ml）

各328328円円

花王花王

☆かんたんマイペット☆かんたんマイペット
☆ガラスマジックリン☆ガラスマジックリン
☆キッチン泡ハイター☆キッチン泡ハイター

（各400ml）（各400ml）

各298298円円

焼とり各種焼とり各種
（各1本）（各1本）

7070円円

チリ産チリ産

銀鮭切身銀鮭切身
（1切）（1切）

138138円円

★25度★25度(4L)(4L)

1,8501,850円円

CGCCGC

焼酎豪焼酎豪
★20度★20度(4L)(4L)

1,5501,550円円

各

店頭発表店頭発表
ビール、発泡酒ビール、発泡酒
第3のビール各種第3のビール各種

月桂冠月桂冠

月桂冠上撰月桂冠上撰
（1.8Ｌ瓶）（1.8Ｌ瓶）

1,4101,410円円

三和酒類三和酒類

いいちこ 麦 ２５度いいちこ 麦 ２５度
（1.8Ｌパック）（1.8Ｌパック）

1,4981,498円円

三和酒類三和酒類

いいちこ 麦 25度いいちこ 麦 25度
（１．８Ｌ瓶）（１．８Ｌ瓶）

1,5101,510円円

ＣＧＣタカラＣＧＣタカラ

謹醸本みりん謹醸本みりん
（１Ｌ）（１Ｌ）

348348円円

CGCCGC

プリンス・デ・バオプリンス・デ・バオ
★赤★白★赤★白

（各750ml）（各750ml）

各358358円円

CGCCGC

本格焼酎　本格焼酎　
麦の舞25度麦の舞25度

（1.8L）（1.8L）

11,,040040円円

CGCCGC

薩摩黒麹　薩摩黒麹　
芋の舞25度芋の舞25度

（1.8L）（1.8L）

11,,280280円円

土佐鶴土佐鶴

土佐鶴上等承平土佐鶴上等承平
（1.8L）（1.8L）

11,,498498円円

サントリーサントリー

角瓶４０°　角瓶４０°　
（７００ｍｌ）（７００ｍｌ）

1,2961,296円円

勝沼勝沼

無添加赤わいん無添加赤わいん
★★甘口甘口★中口★中口★★辛口辛口

（各720ｍｌ）（各720ｍｌ）

各880880円円

サントリーサントリー

−１９６℃各種−１９６℃各種
（各350ｍｌ）（各350ｍｌ）

各105105円円

サントリーサントリー
ほろよい各種ほろよい各種

（各350ml）（各350ml）

105105円円各

月桂冠月桂冠

月　月　
白鶴白鶴　　
まるサケパック　まるサケパック　

（各２Ｌ）（各２Ｌ）

各1,0001,000円円

お酒

裏面もご覧下さい

クリスマスケーキ
ご予約受付中

ご予約頂いた方には、
予約特典特別ポイント進呈！

ご予約はお早めに

好評受付中

店頭にてカタログをご用意しています店頭にてカタログをご用意しています

全国
無料配送
全国
無料配送

承り期間 12月20日（日）まで12月20日（日）まで

CGCグループの オオキタ
ポイントが
ついて
 お得！

オオキタ
ポイントが
ついて
 お得！冬ギフト冬ギフト冬ギフト冬ギフト

冬の贈りもの オオキタ商品券もギフトにどうぞ
（500円券・1000円券）

アサヒアサヒ

スーパードライスーパードライ
ＡＳ−４ＮＡＳ−４Ｎ

3,5803,580円円

アサヒアサヒ

スーパードライスーパードライ
ＡＳ−３ＮＡＳ−３Ｎ

2,7302,730円円

キリンキリン

一番搾りギフト一番搾りギフト
Ｋ−ＩＳ３Ｋ−ＩＳ３

2,7302,730円円

サッポロサッポロ

ヱビスビールセットヱビスビールセット
ＹＥ３ＤＬＹＥ３ＤＬ

2,7302,730円円

月桂冠月桂冠

金の七福神めぐり金の七福神めぐり
壜詰ケース１．８Ｌ壜詰ケース１．８Ｌ

1,5001,500円円

月桂冠月桂冠

金の七福神めぐり金の七福神めぐり
壜詰ケース入壜詰ケース入
１．８Ｌ×２１．８Ｌ×２

3,0003,000円円

月桂冠月桂冠

純米大吟醸・本醸造純米大吟醸・本醸造
純金箔入セット純金箔入セット
ＪＤＫ５０ＪＤＫ５０

3,8803,880円円

白鶴白鶴

大吟醸山田錦金箔入大吟醸山田錦金箔入
お正月セットお正月セット
１．８×２１．８×２

4,1004,100円円

ネスレネスレ

ネスカフェネスカフェ
プレミアムギフトプレミアムギフト
Ｎ３５−ＡＮ３５−Ａ

2,8002,800円円

ネスレネスレ

ネスカフェネスカフェ
プレミアムギフトプレミアムギフト
Ｎ５５−ＡＮ５５−Ａ

4,4004,400円円

日清オイリオ日清オイリオ

一番搾りべに花油＆一番搾りべに花油＆
ヘルシーオイルギフトヘルシーオイルギフト
ＢＰＨ２０ＡＢＰＨ２０Ａ

1,6001,600円円

12/3（木）〜12/6（日）4日間のお買得品 12月のお買得品          12/１（火）〜12/31（木）期間 この他にも店内
にて多数展開 !

12
月
5
日
㈯
・
12
月
6
㈰
の
お
買
得
品

冷凍食品

冷凍食品

冷凍食品




