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徳島製粉徳島製粉

★金ちゃん徳島ラーメン★金ちゃん徳島ラーメン
★金ちゃんねぎラーメン★金ちゃんねぎラーメン

各9898円円

カゴメカゴメ

トマトケチャップトマトケチャップ
（500g）（500g）

178178円円

CGCCGC

コルドリーヴァコルドリーヴァ
オリーブオイルオリーブオイル
EXVEXV

（910g）（910g）

558558円円

永谷園永谷園

あさげ減塩徳用あさげ減塩徳用
（10食入）（10食入）

168168円円

黒毛和牛黒毛和牛
メンチカツメンチカツ

（1ヶ）（1ヶ）

9898円円

東洋水産東洋水産

★えびシュウマイ★えびシュウマイ
★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

オーストラリア産オーストラリア産

牛肉とニンニクの牛肉とニンニクの
芽炒め【解凍】芽炒め【解凍】

（100g）（100g）

158158円円

青森産青森産

ベビーホタテベビーホタテ
（100g）（100g）

238238円円

青森産青森産

ほたて貝柱ほたて貝柱
（100g）（100g）

338338円円

北海道産北海道産

スチームほたてスチームほたて
（100g）（100g）

258258円円

日清フーズ日清フーズ

★お好み焼粉★お好み焼粉
★たこ焼粉★たこ焼粉

（各500g）（各500g）

各248248円円

日清食品日清食品

デカうまWマヨデカうまWマヨ
ソース焼そば大盛ソース焼そば大盛

（153g）（153g）

9898円円

カガヤカガヤ

お好み焼ソースお好み焼ソース
（1L）（1L）

268268円円

ヤマザキヤマザキ

★熟成厚焼きたまご風★熟成厚焼きたまご風
　蒸しぱん　蒸しぱん
★熟成チョコ蒸しぱん★熟成チョコ蒸しぱん

（各1個）（各1個）

各9898円円

豆腐ハンバーグ豆腐ハンバーグ
(大根おろし)(大根おろし)

（1ヶ）（1ヶ）

138138円円

マルシンフーズマルシンフーズ

★たい焼き★たい焼き
★大判焼き★大判焼き

（各4個入）（各4個入）

各328328円円

太平洋産太平洋産

本まぐろ赤身切身【解凍】本まぐろ赤身切身【解凍】
（100g）（100g）

498498円円
太平洋産太平洋産

キハダマグロキハダマグロ
切り落し切り落し

（1P）（1P）

348348円円

太平洋産太平洋産

ねぎとろねぎとろ
（100g入、1P）（100g入、1P）

248248円円

インド産インド産

甘エビ甘エビ
（30尾入、1P）（30尾入、1P）

348348円円
タイ産タイ産

寿司用えび寿司用えび
（10尾入、1P）（10尾入、1P）

298298円円

CGC断然お得CGC断然お得

フリーザーバッグフリーザーバッグ
☆小☆小（25枚入）（25枚入）
☆中☆中（20枚入）（20枚入）
☆大☆大（10枚入）（10枚入）

各108108円円

CGC断然お得CGC断然お得

ストックバッグストックバッグ
☆大☆大（12枚入）（12枚入）
☆中☆中（22枚入）（22枚入）

各108108円円

ＣＧＣくらしのベストＣＧＣくらしのベスト

スライダーバッグ（中）スライダーバッグ（中）
（10枚入）（10枚入）

108108円円

CGC断然お得CGC断然お得

フリーザーバッグフリーザーバッグ
☆小☆小（25枚入）（25枚入）
☆中☆中（20枚入）（20枚入）
☆大☆大（10枚入）（10枚入）

各108108円円

CGC断然お得CGC断然お得

ストックバッグストックバッグ
☆大☆大（12枚入）（12枚入）
☆中☆中（22枚入）（22枚入）

各108108円円

ＣＧＣくらしのベストＣＧＣくらしのベスト

スライダーバッグ（中）スライダーバッグ（中）
（10枚入）（10枚入）

108108円円

ノルウェー産ノルウェー産
アトランティックサーモンアトランティックサーモン
切身、100g

328328円円

ステーキ用、100g

328328円円
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ハウスハウス

おろし生わさびおろし生わさび
（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

マルテンマルテン

さしみしょうゆさしみしょうゆ
（200ml）（200ml）

108108円円

ヤマキヤマキ

割烹白だし割烹白だし
（500ml）（500ml）

208208円円

かねこみそかねこみそ

とり鍋みそとり鍋みそ
（200g）（200g）

178178円円

きむら食品きむら食品

うさぎしゃぶしゃぶうさぎしゃぶしゃぶ
もち小袋もち小袋

（3P）（3P）

178178円円

馬路村馬路村

ぽん酢しょうゆぽん酢しょうゆ
ゆずの村ゆずの村

（500ml）（500ml）

528528円円

永谷園永谷園

★お茶漬け海苔★お茶漬け海苔（8袋入）（8袋入）
★さけ茶漬け★さけ茶漬け（6袋入）（6袋入）
★梅干茶漬け★梅干茶漬け（6袋入）（6袋入）

各178178円円

永谷園永谷園

松茸のお吸いもの松茸のお吸いもの
（4P）（4P）

9898円円

永谷園永谷園

すし太郎黒酢入りすし太郎黒酢入り
（2人前×2P）（2人前×2P）

228228円円

CGCCGC

3.6牛乳3.6牛乳
（1L）（1L）

188188円円

森永乳業森永乳業

アロエヨーグルトアロエヨーグルト
（80g×2）（80g×2）

148148円円

らくれんらくれん

★道後プリン極上★道後プリン極上
★道後プリン究極★道後プリン究極

（各100g）（各100g）

各9898円円

CGCCGC

3種のプチゼリー3種のプチゼリー
（90g×3）（90g×3）

9898円円

正和製菓正和製菓

タピオカタピオカ
ミルクティーミルクティー

（200g）（200g）

138138円円
フジッコフジッコ

カレーうどんの素カレーうどんの素
★中辛★中辛
★かつおだし★かつおだし

（各300g）（各300g）

各148148円円

東洋水産東洋水産

讃岐風玉うどん讃岐風玉うどん
（3食入）（3食入）

148148円円

大沢食品大沢食品

黒酢かぶら黒酢かぶら
（150g）（150g）

268268円円

紀文食品紀文食品

★皮までおいしい★皮までおいしい
　生ちくわ　生ちくわ
★ほたて貝柱ちくわ★ほたて貝柱ちくわ

（各3本入）（各3本入）

各198198円円

さとの雪さとの雪

濃厚とうふ濃厚とうふ
（400g）（400g）

8888円円 三立製菓三立製菓

源氏パイチョコ源氏パイチョコ
（10枚入）（10枚入）

218218円円

三立製菓三立製菓

がんばれがんばれ
チョコバットくんチョコバットくん

（9本入）（9本入）

188188円円

三幸製菓三幸製菓

★雪の宿サラダ★雪の宿サラダ（24枚入）（24枚入）
★粒より小餅★粒より小餅（90g）（90g）
★柿の種梅ざらめ★柿の種梅ざらめ（131g）（131g）

各138138円円

花王花王

アタック3Xアタック3X
（詰替690g）（詰替690g）

278278円円

花王花王

ワイドハイターワイドハイター
EXEX

（本体600ml）（本体600ml）

268268円円

花王花王

キュキュットキュキュット
☆オレンジ☆オレンジ
☆ピンク☆ピンク
　グレープフルーツ　グレープフルーツ
☆クリア除菌☆クリア除菌

（本体240ml）（本体240ml）

各168168円円

ユニリーバユニリーバ

ダヴボディウォッシュダヴボディウォッシュ
プレミアムプレミアム
モイスチャーケアモイスチャーケア

（本体500g）（本体500g）

498498円円

青森産青森産

★サンふじ★サンふじ
★ジョナゴールド★ジョナゴールド

（各1玉）（各1玉）

各128128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

アメリカ産アメリカ産

牛肉肩ロース各種牛肉肩ロース各種
（各100g）（各100g）

  238  238円円各
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ヤマザキヤマザキ

★ツイストサンド★ツイストサンド
　（いちごホイップ）　（いちごホイップ）
★いちごミルク★いちごミルク
　ブレッド　ブレッド

  98  98円円各

米の甘味とコクが味わえる芳醇なみそ。米の甘味とコクが味わえる芳醇なみそ。
こうじの香りと食感も楽しめます。こうじの香りと食感も楽しめます。
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CGCCGC

★米こうじみそ★米こうじみそ
★米こうじみそ減塩★米こうじみそ減塩

（各750g）（各750g）

各208208円円

CGC日東CGC日東

やさしい紅茶やさしい紅茶
（50P）（50P）

220220円円

CGCCGC

味付けのり卓上味付けのり卓上
（80枚入）（80枚入）

278278円円

永谷園永谷園

すし太郎黒酢入りすし太郎黒酢入り
（198g）（198g）

310310円円
ハウスハウス

カレーマルシェカレーマルシェ
★甘口★甘口
★中辛★中辛
★辛口★辛口

（各180g）（各180g）

各288288円円
徳島製粉徳島製粉

★金ちゃんラーメン★金ちゃんラーメン
★金ちゃん★金ちゃん
　徳島ラーメン　徳島ラーメン

（各5食入）（各5食入）

各358358円円

ヒガシマルヒガシマル

めんスープ4倍めんスープ4倍
（400ml）（400ml）

288288円円

CGCFSPCGCFSP

ルイボスティールイボスティー
（30P）（30P）

348348円円

味の素味の素

ほんだし箱ほんだし箱
（120g）（120g）

378378円円

味の素味の素

ピュアセレクトピュアセレクト
マヨネーズマヨネーズ

（400g）（400g）

248248円円

カゴメカゴメ

トマトケチャップトマトケチャップ
（500g）（500g）

268268円円

JオイルミルズJオイルミルズ

さらさらキャノーラ油さらさらキャノーラ油
健康プラス健康プラス

（600g）（600g）

330330円円
UCCUCC

クラシックVPクラシックVP
★オリジナルブレンド★オリジナルブレンド
★リッチモカブレンド★リッチモカブレンド

（各200g）（各200g）

各598598円円

CGCSPCGCSP

おでん2Pおでん2P
（450g×2）（450g×2）

398398円円

CGCSPCGCSP

おさかなおさかな
ソーセージソーセージ

（74g×4）（74g×4）

178178円円

さとの雪さとの雪

濃厚とうふ濃厚とうふ
（400g）（400g）

108108円円

井村屋井村屋

中華まん各種中華まん各種
（各3個入）（各3個入）

各188188円円

CGCSPCGCSP

★北海道産黒豆★北海道産黒豆
★北海道産金時豆★北海道産金時豆
★北海道産昆布豆★北海道産昆布豆

各9898円円

日清食品日清食品

日清のナポリタン日清のナポリタン
（2人前）（2人前）

178178円円

日清食品日清食品

日清のたらこスパ日清のたらこスパ
（2人前）（2人前）

178178円円

ニッスイニッスイ

★ごぼう天★ごぼう天
★れんこん天★れんこん天

（各95g）（各95g）

各178178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

味の素味の素

★ギョーザ★ギョーザ
★しょうがギョーザ★しょうがギョーザ

（各12個入）（各12個入）

各348348円円

あけぼのあけぼの

★神戸名物そばめし★神戸名物そばめし
★あおり炒めの焼豚炒飯★あおり炒めの焼豚炒飯

（各450g）（各450g）

各378378円円

カルビーカルビー

堅あげポテト堅あげポテト
★うすしお味★うすしお味(65g)(65g)
★ブラックペッパー★ブラックペッパー
　　(63g)(63g)
★九州しょうゆ★九州しょうゆ（63ｇ）（63ｇ）

各128128円円
亀田製菓亀田製菓

★ぽたぽた焼き★ぽたぽた焼き
　　(22枚入)(22枚入)
★まがりせんべい★まがりせんべい
　(18枚入)　(18枚入)

各168168円円

ハウスハウス

とんがりコーンとんがりコーン
★あっさり塩★あっさり塩
★焼もろこし★焼もろこし

（各75g）（各75g）

各168168円円
モンデリーズモンデリーズ

★オレオバニラクリーム★オレオバニラクリーム
　　(18枚入)(18枚入)
★リッツチーズサンド★リッツチーズサンド
　　(160g)(160g)

各188188円円

CGC断然お得CGC断然お得

★バタピー★バタピー(500g)(500g)
★素煎りうす皮付き★素煎りうす皮付き
　ピーナッツ　ピーナッツ（420ｇ）（420ｇ）

各318318円円

CGCCGC

ひとくちひとくち
黒糖かりんとう黒糖かりんとう

（200g）（200g）

168168円円

CGCSPCGCSP

クランチチョコクランチチョコ
ミルク&バニラミルク&バニラ

（134g）（134g）

188188円円
ロッテロッテ

ガーナガーナ
★ミルク★ミルク(50g)(50g)
★ブラック★ブラック(50g)(50g)
★ホワイト★ホワイト(45g)(45g)

各100100円円

三幸製菓三幸製菓

★雪の宿サラダ★雪の宿サラダ
★雪の宿黒糖みるく★雪の宿黒糖みるく

（各24枚入）（各24枚入）

各158158円円

野村煎豆野村煎豆

まじめまじめ
ミレービスケットミレービスケット

（130g）（130g）

158158円円

CGCCGC

★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枚入）（各7枚入）

各178178円円
CGCCGC

★ホワイトチェダー★ホワイトチェダー
　50%入り　50%入り
　スライスチーズ　スライスチーズ
★モッツァレラ40%入り★モッツァレラ40%入り
　とろけるスライスチーズ　とろけるスライスチーズ

（各7枚入）（各7枚入）

各178178円円

CGCCGC

甘酒甘酒
（1L）（1L）

298298円円

CGCCGC

特濃無調整豆乳特濃無調整豆乳
（1L）（1L）

198198円円
雪印メグミルク雪印メグミルク

ガセリ菌SP株ガセリ菌SP株
ヨーグルトヨーグルト
★プレーン★プレーン
★アロエ★アロエ

（各100g）（各100g）

各8888円円

森永乳業森永乳業

通のこだわり通のこだわり
濃密プリン濃密プリン

（75g）（75g）

9898円円

メロディアンメロディアン

黒酢で元気黒酢で元気
（1L）（1L）

148148円円

森永乳業森永乳業

毎朝爽快毎朝爽快
（125ml）（125ml）

7878円円

CGCCGC

乳酸菌飲料乳酸菌飲料
（65ml×10）（65ml×10）

148148円円

ユニ・チャームユニ・チャーム

ソフィボディフィットソフィボディフィット
ふつうの日2個パックふつうの日2個パック
☆羽なし☆羽なし(30個×2)(30個×2)
☆羽つき☆羽つき(22個×2)(22個×2)

各328328円円
ライオンライオン

クリニカアドバンテージクリニカアドバンテージ
☆クールミント☆クールミント
☆シトラスミント☆シトラスミント
☆ソフトミント☆ソフトミント

（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☆ラベンダー

（各20錠入）（各20錠入）

各880880円円

CGC断然お得CGC断然お得

2倍巻2倍巻
キッチンタオルキッチンタオル
(100カット)(100カット)

（4ロール）（4ロール）

298298円円
ＣＧＣくらしのベストＣＧＣくらしのベスト

2倍巻2倍巻
トイレットペーパートイレットペーパー
☆シングル☆シングル
☆ダブル☆ダブル

（各8ロール）（各8ロール）

各430430円円

花王花王

キッチンハイターキッチンハイター
（600ml）（600ml）

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
☆リフレッシュグリーン☆リフレッシュグリーン

（各詰替480ml）（各詰替480ml）

各288288円円

CGC断然お得CGC断然お得

ソフトパックティシューソフトパックティシュー
(150W)(150W)

（5P）（5P）

278278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

（各詰替420ml）（各詰替420ml）

各338338円円

P&GP&G

☆アリエール☆アリエール
　バイオサイエンス　バイオサイエンス
　ジェル　ジェル
☆アリエール☆アリエール
　バイオサイエンス　バイオサイエンス
　ジェル部屋干し　ジェル部屋干し

（各詰替690g）（各詰替690g）

各438438円円

ヒレカツヒレカツ
（5個入）（5個入）

278278円円

あぶり焼きチキンあぶり焼きチキン
（1個）（1個）

6868円円

CGCCGC

ハウメセラハウメセラ
ハーフサイズハーフサイズ
★ブリュット白★ブリュット白
★ブリュットロゼ★ブリュットロゼ
★セミセコ白★セミセコ白

（各375ml）（各375ml）

各298298円円

CGCCGC

昆布佃煮昆布佃煮
各種各種

  158  158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のビール各第3のビール各種種

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

洋日配 和日配 お菓子食品

お酒

今月の 1品今月の 1品 惣菜コーナー 惣菜コーナー

冷凍食品

冷凍食品

冷凍食品

青果

日用品

和
日
配

惣
菜

パ
ン

和
日
配

惣
菜

パ
ン

限り
火5

限り
水6

1月のお買得品        1/2（土）〜1/31（日）期間 この他にも店内
にて多数展開 !

1
月
2
日
㈯
・
1
月
3
日
㈰
の
お
買
得
品

1/2（土）〜1/6（水）5日間のお買得品

4日（月）▶6日（水）3日限り

アンデイコアンデイコ

★ビッグシュークリーム★ビッグシュークリーム
★ビッグエクレア★ビッグエクレア

（各1個）（各1個）

各9090円円




