
京都京都

黒糖カステラを羊かんで
包んであります

京都 伊藤軒
しっとり羊かん
カステラ
1つ ･･･210円

●シナモンローストアーモンド
●カプチーノココア
  ローストアーモンド
  ㋱1,260円の品
1パック･･･980円

●松茸ごはんの素
  ○当1,050円の品
  1箱（3合用）
 ･････780円

●ちりめん山椒
  ○当880円の品
  1ビン（90g）
 ･･･730円

小豆島産オリーブの
茶葉・バジル使用

タケサン 小豆島
さわやかオリーブ
ドレッシング
㋱472円の品
1ビン（200㎖）
･････398円

旨味たっぷりの
塩麹にお酢を
合わせました

川上酢店
ドレッシング風
ぶっかけ酢こうじ
㋱399円の品
1ビン（300㎖）
･････330円

ヤスダ
ドリンクヨーグルト
無花果
㋱168円の品
1本（150㎖）
･･･130円

い ちじく

いちじくの香りの
高さと自然な甘み、
果肉感たっぷりの
食感を楽しめます。

新商品新商品

たまねぎと
黒酢のハーモニー
玉ねぎは国産玉ねぎを使用し
黒酢は玄米を原料として2年
以上の期間「発酵」「熟成」さ
せて作りました。

アジア食品
黒酢たまねぎ
ドレッシング
㋱714円の品
1ビン（300㎖）498円

まったく新しいチョコレート体験

スイス リンツ社
リンドール
（エキストラビター・ミルク・ホワイト・ヘーゼルナッツ）
㋱420円の品
各1袋（5粒入）
　　　 ･････1,050円

イタリアにこだわった
味わい
イタリア産の中でも品質
が高いとされるプーリア
産オリーブ使用。

オイル　 カット1
2

期間
限定
期間
限定

イタリア CIRIO
エキストラバージン
オリーブオイル
（ペットボトルタイプ）
1本（1000㎖）980円

チ リオ

何にでも使える万能調味料

岐阜 森商店
にんにくみそ
○当580円の品
1カップ（100g）500円

コクのある風味と味が
特徴の100%
国内産はちみつ
長野 原田商店
国内産
アカシア蜜
（ボトルタイプ）
㋱1,890円の品
1本（330g）
･･････1,680円

味噌汁・ラーメン・スープ・
酢の物に最適！

水戻し不要！！
食べる寒天
㋱367円の品
1袋（12g）･････298円

サンサス
●きねうちなつかしうどん
●きねうちかつおだし（きしめん）
●カレーうどん（きねうち生麺）
  ㋱399円の品
　 ････････････････････980円よりどり3袋

よりどり3袋

焼津・金虎
かつお厚削り
1袋（150g）
････････････380円
　　　 ･･1,050円3袋で

本場焼津だから
できる自信です。

国産肉へのこだわり

三田屋総本家
●黒毛和牛のビーフカレー
●黒豚のポークカレー
  ㋱525円の品
  各1箱（1人前） 390円

長野アルプス
フルーツゼリー
○当577円の品
1パック（150g・約10個）
････････398円

QBB
わさび豆ミックス
㋱367円の品
1袋（6パック）
･････････298円

砂糖・蜂蜜よりも
低カロリーの
優れた甘味料
成城石井のオススメ
カナダ
メープルシロップ
（ライトNo.1・ジャグ入り）
㋱4,200円の品
1本（1,000㎖）
･･･2,980円

アルプス
無添加新酒

●コンコード 赤（写真左）
●ナイアガラ 白（写真中央）
●コンコード ロゼ（写真右）
  各1ビン（720㎖）･･998円

比叡山延暦寺御用達『ゆば八』
　　　　 湯葉まぜごはんの素
　　　  湯葉ちらし寿司の素
㋱840円の品・各1袋（2合用）･････････730円
　 　　　　 　　  比叡の湯葉がゆ
㋱336円の品・1袋（1人前）･･･････････280円
　 　　　　 比叡とろゆば
㋱630円の品・1パック（180g）･･･････480円

季節限定品
人気商品

贅沢な湯葉入り京風粥

とろける生ゆば

国産具材使用! 化学調味料不使用!

無漂白・無着色

明治屋
炊き込み用栗
㋱577円の品
1袋（2合炊き用）･･498円

●ひじき白和えの素
       ㋱315円の品
  1袋（60g／豆腐1丁用）

･･･････････280円

しらあ

●香味厳選つきごま（白・黒）
  　○当280円の品
   各1袋（85g）･･238円

●胡麻太鼓
  せんべい（白・黒）
       ㋱105円の品
  各1枚･･･････80円

aj i-no-kaomi se

新商品

朝食に手軽で
おいしいスープを

一人前レトルトスープ
●押麦と野菜のスープ
●とうもろこしのスープ
●かぼちゃのスープ ●オニオンスープ
●ミネストローネ ●クラムチャウダー
●4種野菜とカニのビスクスープ
  ○当210円の品・各1袋（160g）
　　　 ･････････････498円よりどり3袋

●オリジナル
  カラメルビスケット
  ㋱315円の品
  1袋（25枚）
･･････････220円

●チョコ
  カラメルビスケット
  ㋱420円の品
  1袋（3枚×7）
････････････330円

ベルギー ロータス社

北海道産小麦100%使用

ほっとケーキミックス
㋱367円の品
1袋（200g×2袋）
･･････315円

十勝産全粒粉100%

ふらの産

十勝産チーズ使用

トマトのパスタソース
トマトのチキンカレー
ポークのボロネーゼ

クリームパスタソース
マイルドチーズカレー
○当350円の品

･･･980円
十勝ミルクジャム（160g)
十勝あずきミルクジャム（160g)
プリンジャム（カスタード／ショコラ・各140g)
㋱525円の品
各1ビン ･･････････472円

十勝産生乳使用 焼鮭荒ほぐし
㋱525円の品・50g×2ビン 398円
北海道産さけ使用

手作りカマンベールチーズ
㋱840円の品
1箱（135g）････････750円

新札幌乳業

野菜とおいしく食べよう！
鍋用ラーメン（160g)
1袋（2～3人前×2回分）
･･･128円

本場札幌菊水

熟成
無着色

手づくり

食物繊維
たっぷり！

よりどり3箱

農林水産
大臣賞
受賞

新商品

新商品

新商品

豊橋産 煎茶詰め放題
 1缶（約200g入）･････････1,050円

有明海産 上キズ焼のり
（全型10枚）
○当5袋1，575円の品
 5袋 ･･1,260円

少々の穴、破れ、縮みはありますが、
味に変わりなくお得な焼のりでござい
ます。

有明海産 はねだし上焼のり
（全型10枚）
○当5袋2,100円の品
 5袋 ･･1,680円

やわらかな、味のよいご進物向きの海
苔の中から縮んだり、破れ、小穴のあ
るものを、“はねだし”て焼いた品です。

初摘み
●コアラ味のり
●パンダ焼のり
 （10切・120枚）
　　○当各1袋525円の品
 3袋 ･･1,260円

大分産
干し椎茸
　　○当1袋1,050円の品
 1袋（100g）
････････････････  780円

天与の緑
○当1,050円の品
 1袋（100g）･･････････735円

○当1,050円の品
 1袋（100g）
･････････････840円

熟成煎茶
低温貯蔵で
まろやかな味わいです。

一番摘み
ほうじ茶

香ばしい香りが強く
さっぱりとした味わい。
ほのかな煎茶の味わいが
するよう浅く焙じました。

○当各525円の品
 1袋（100g）
･････････････315円

強火

弱火

海苔屋が作った
のり茶漬
　　○当1袋294円の品
 1袋（6g×10）

････264円

お茶のおいしさ、心ゆくまで…

山安のお茶

磯の香りとなめらかな舌触り…

山安ののり

各店1日
300袋
限り

上煎茶朝つゆ
○当2,520円の品
 1袋（200g）
･････････････1,365円
茶農家さんと長いお付き合い

山安自社工場では日本オーガニックナチュラルフーズ
協会（JONA）の認定を受け、静岡県春野町の山林を
開墾し、茶園を開き最初から有機栽培を始めました。
生産者藤原貞三氏とともに認定から生産までを一緒
に行っております。樹齢20数余年になる茶樹はこれか
ら本番。すっきりさわかやな味を是非ご賞味下さい。

生産者 藤原貞三氏

季節限定品季節限定品

多少の穴や欠けがございます
が、味・香りともに最高級です。

うまいもの会限定品うまいもの会限定品

有明海産

極上はねだし焼のり
（全型10枚）
 3袋 ･･･1,575円

黒のりに青のりが混ざったのりで、
磯の香りが広がります。

新芽の一番摘みでやわらかいのりを
お詰めいたしました。

味と香りの一番のり 卓上缶（焼・味・塩味・青とび）
○当各1缶525円の品
 よりどり3缶  
･････････････1,260円

磯の風味たっぷり。
 素材にこだわりました。
磯の風味たっぷり。
 素材にこだわりました。

クマモン
　パッケ

ージ！クマモン
　パッケ

ージ！

㋱はメーカー希望小売価格の略です。 ○当は当店通常価格の略です。 天候により商品の産地が変更する場合があります。特売品は充分用意しておりますが、万一品切れの節はご容赦ください。 消費税込価格の表示になっております。 写真はイメージです。

■クレジットカード取扱っております。※山安商品券・ビール券・清酒券・果物券等の金券類のお支払には、ご利用できません。

10月18日（金）▶22（火） ■ 大手町本店　■ 豊川店
AM9：30～PM6：00

■ 豊橋エキ店 カルミア2階
AM10：00～PM9：00

秋
のうまいもの会

豊橋市大手町57番地（神明公園前）
☎0532-52-6336　FAX0532-52-6330

●当店駐車場は大変混雑が予想されます。まちなかパーキング、市電をご利用下さいませ。

市電おかえりキップ
一度のお買い上げ税込1,500
円以上で市電おかえりキッ
プをさしあげます。お買い上
げレシートをご提示下さい。

まちなかパーキング
一度のお買上げ税込1,500
円以上で30分、3,000円以
上で1時間の共通駐車券
をさしあげます。駐車券をご
提示下さい。

大手町本店
豊川市豊川栄町17番地（三菱東京UFJ銀行となり）
☎0533-84-8338　FAX0533-84-8339

豊 川 店

当店で税込1,000円以上お買上げで商店街駐車場を
ご利用のお客様、駐車券を呈示して下さい。
1時間の駐車無料券をさしあげます。

豊橋市花田町西宿無番地豊橋駅（カルミア2階）
☎0532-52-5955　FAX0532-55-5955

豊橋エキ店

税込3,000円以上／1時間無料券
駅前大通り第1・第2公共駐車場 もぐらパーク西

税込3,000円以上／1時間無料券
税込5,000円以上／2時間無料券

豊橋駅ビル駐車場

■ホームページアドレス　http://since1855-yamayasu.co.jp新規メール会員様募集中!!登録
無料 yamayasu@star7.jp

上記のアドレスに空メールを送信または右記のQRコードより登録できます。

特売・イベントの情報や、会員様限定の
お得なクーポンをメールでお届け致します。

3店舗、火曜日まで5日間開催 ※本店、豊川店は20日㈰
　特別営業致します。



若狭直送若狭直送 田中平助商店謹製田中平助商店謹製

大手町本店のみ◆焼きたて手作りパン エキ店のみ◆フルーツファーム

このコーナーは大手町本店・豊川店のみのセールです◆押しずし・塩干

※写真はマロンソフトです。

手作りソフトクリーム
（マロン・パイン・バナナ・イチゴ他）
○当350円の品・各種1個･･･････････････300円

[引換期間]
10/23（水）～11/22（金）

セール期間中、一度にパン1，050円以
上お買上げの方に、食パン（山型また
は角型）1斤分の引換券をプレゼント
致します。引き換えは本店となります。

旬の味

1日限定300個
お一人様5個まで

※日曜、祝日は除きます。
※引換券をお持ち下さい。

※品切れの為、お渡しできない日もございます。
　予めご了承下さい。

若狭 焼き鯖すし
○当1,050円の品
1本 ････････････････････900円

若狭 小鯛すし
○当1,260円の品
1本 ････････････････1,080円

　　  アップルパイ
1個 ･････････ 315円

若狭・小浜産 小鯛のささ漬
1タル ･･････････････1,050円

甲印小西商店 
●ノルウェー産
 寒さば一夜干し
 1袋（半身） 430円
●チリ産
 銀さけ一夜干し
 1袋（3切） 430円
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大根をうす味の浅づけにサッパリ漬けました。
自家製 大根浅漬 もっとちょうだい
1割 ･･･････････････････315円

自家製 白菜キムチ 100g当り
○当210円の品 ･････157円

自家製 
昆布きゅうり漬 1本
○当126円の品 ･････105円

●らっきょう甘酢漬 100g当り
 ○当262円の品 ････210円
●うり奈良漬 1割
 ○当735円の品 ････580円

●一丁漬 渥美たくあん 1本
 ○当420円の品 ････320円
●粕べったら漬 1割
 ○当399円の品 ････315円

楽しい食卓を彩る辛くておいしい本格
風キムチです。

●灰干しさけ 1袋（1切）････330円
●灰干しにしん
 1袋（2切）･･550円
●灰干しさば 1袋（半身）･･･780円

東京仙印商店

新栗入荷！ 今年も焼き始めました。

小袋〈300g（250+50g増量）〉･････525円
大袋〈600g（500+100g増量）〉 1,050円

中国河北省青龍県産

甘味が強く、果肉がやわらか
い柿です。
和歌山産 種なし柿
 4個 ････････420円

甘みと果汁が多く「梨の王
様」と呼ばれております。
鳥取産 新高梨
 1個 ････････580円

コクのある甘さとみずみずし
さが人気です。
山梨産 甲斐路ぶどう
 1房 ････････580円

果汁が多く歯ぎれの良さも抜群で、糖度
の高いりんごです。
長野産 シナノスイート
 4個 ････････････････525円

大粒で濃厚な甘みが人気です。

岡山産 種なしピオーネ
 1房 ････････････････780円

酸味の少なく、食べやすいみかんです。
三重産 極早生柑みかん
 （Sサイズ・15個入）
 ････････････････････380円

 （Mサイズ・9個入）

上キズとは栽培過程においてヒビ割れや変型が生じたものです。味、香
りはご進物用の品と変わりません。ご家庭用としてお召し上がり下さい。
※ご予約は承っておりません。※ご進物用化粧箱には入りません。予めご了承下さいませ。

マスカット特有な上品な香りと、種なしで皮ごと食べられ甘み
が強いのが特徴です。
長野産
シャインマスカット 1房 ･･･850円 静岡産

上キズマスクメロン 1個  1,890円

甘みが強く果汁が豊富な梨
です。
長野産 南水梨
 3個 ････････480円

山安指定
犬飼果樹園

2割増
当店

通常目方の

●静岡産 まいたけ
●長野産 エリンギ
●静岡産 ぶなしめじ
●長野産 えのき茸
●新潟産 ブナピー
･･････198円よりどり３袋

奥三河産
ルネッサンストマト 1パック（3個）･････390円

新城 作手産 栽培自然薯
●ご家庭用 1パック ･････ 650円

●長野産 白菜 半割 ･･････････････････････98円
●国産 しろねぎ 1束･･･････････････････139円
●北海道産 エビス南瓜 半割 ･････････････90円
●青森産 長芋 1本･････････････････････198円
●北海道産 たまねぎ 1袋（3個）･････････139円
●北海道産 にんじん 1袋（3本）･････････139円
●北海道産 馬鈴薯 1袋（600g）････････139円

国産 松茸 ･･････････････････････････････特売
アメリカ・カナダ産 松茸 100g当り ･･･････980円

秋の味覚の王様

標高550mの高地で
栽培された1年もの。
粘りと香りの逸品です。

クリームの様にトロッとした
食感で、フルーツ感覚で
食べれるさつま芋です。
じっくり時間をかけて
焼き芋にすると、糖度は
40度前後になります。

安納芋
100g当り･････65円
あんのういも

安納芋の焼き芋 100g当り ････････････90円
あんのういも

写真はイメージです。

●鳴門産 塩蔵生わかめ
　　○当480円の品・1袋（180g）420円

産
地
直
送

産
地
直
送

●豊橋産 飯村甘諸
  1袋（1kg）･･･････････ 298円
●静岡産 赤柄里芋
  1袋（500g）･･････････ 250円

鹿児島県
種子島特産 

奥
三
河
の
高
原
で
育
っ
た

秋
に
甘
み
が
出
る

旬
の
秋
野
菜
で
す
。

大手町本店・豊橋エキ店のみの販売となります

日
替
り
お
買
得
品 ●辻しば漬本舗

 京つけもの
  （味付しば漬・刻みすぐき
   青しそ漬・つぼ漬
   さくら漬け・赤しそ漬）
   ○当420円の品
   各1袋（130g）
･･････････350円

●エクアドル産
  ハニーハートバナナ
  1袋････････198円

●手づくり 金山寺みそ
  ○当273円の品
  100g当り
 ･････････ 230円

●長野産 ほうれん草 1袋････････98円
●愛知・長野産 ブロッコリー 1株 139円
●北海道産 だいこん 1本 ･････ 129円

●京都産 丹波黒大豆 1袋 ･･360円
●京都産 九条ねぎ 1袋 ････298円
●京都産 万願寺唐辛子 1袋 280円

●長野産 キャベツ 1玉 ････98円
●愛知産 茄子 1袋（3本入） 159円
●愛知産 きゅうり 3本･･･100円

●岐阜産 麗夏トマト
 1袋 ･･･480円
●岐阜産 みそらトマト
 1袋 ･･･398円

●愛知・茨城産 レタス 1玉 ････････ 98円
●愛知産 ミニトマト 1パック･･･139円
●長野産 グリーンリーフ 1株 ････80円
●長野産 サニーレタス 1株 ････80円

●紀州南高梅（塩分約7%）
  ○当892円の品
  1パック ･････735円

●自家製 わさび漬
  ○当320円の品
  1カップ（100g）262円

●長野産 ラ・フランス
  3個･･････525円

●長野産 ナガノパープル
  1パック ･･･498円

オリエンタル 復刻版
●スナックカレー
●クッキングハヤシ
  ㋱283円の品
  各1箱（1人前）
 ･･･････238円

●宝幸 四万十川
 あおさのスープ
  ㋱399円の品
  1袋（4食）
･････298円

●アボカド約20個より抽出
  アボカドオイル
  ㋱1,575の品
  1ビン（250㎖） 980円

信州須藤農園
●ブルーベリージャム
  ㋱368円の品・1ビン（190g）
･･･････････････････298円
●ストロベリージャム
  ㋱347円の品・1ビン（190g）
･･･････････････････278円

●比叡山延暦寺御用達
  ゆば八
  おさしみゆば
  ㋱630の品
  1パック（2枚）
･･･480円

●広島レインボー食品
  かきカレー
  ㋱525円の品
  1箱（1人前）　390円

●長野産 種なし巨峰
  1パック ･･450円

●金笛
 ごまドレッシング
  ㋱966円の品
  1本（390㎖）
･･798円

●信州アルプス
  松本平トマトジュース
  ㋱682円の品
  1ビン（1,000㎖）
････498円

●おいしさ一番のり
  大缶（焼・味）
  ○当各1缶1,050円の品
  （全型20枚分・8切160枚）

  1缶･････735円

限定

日18金

限定

日19土

限定

日20日

限定

日21月

限定

日22火

●奥三河産
  山ごぼうみそ漬
  ○当346円の品・1束 ･･･300円

●コーヒー屋さんのコーヒー
  （中煎りタイプ・深煎りタイプ）
  ○当399円の品
  各1袋（360g）268円

●ギリシャ ラチマス社
  エキストラバージン
  オリーブオイル
  ○当1,050の品・1ビン（750㎖）
･･･780円
●ヤスダ
  搾りたて生乳87%使用
  ドリンクヨーグルト
  ○当598の品・1本（900㎖）
･･･398円

●チョーコー
  ゆず醤油  かけぽん
  ㋱451円の品
  1ビン（400㎖）
････358円

●順造選
  有機にんじんジュース
  ㋱714円の品・1ビン（500㎖）
････580円

フリーズドライ
砂糖不使用

●フルーツデリカ
  （メロン・ベリー・ミックス、他）
  ㋱1カップ577円の品

･･････ 1,260円
よりどり3カップ

●竹本油脂 太香胡麻油
  ○当735円の品
  1本（450g）  560円
●竹本油脂 太白胡麻油
  ○当787円の品
  1本（450g）  580円

写真はイメージです。


