
※生鮮品・惣菜の写真はイメージの為、入数・容器が異なる場合がございます。※生鮮品は天候・交通事情等により産地変更、入荷できない場合もございますので予めご了承ください。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

 ◆各店・各階＝精肉の日いい肉いい肉 フェア サイボク
◆5月29日（日）まで 

本体価格298円（税込322円）

〈長崎県産他〉
新じゃが芋（1袋）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格798円
（税込862円）

〈茨城県・熊本県産〉
赤肉メロン
（1個）

・・・・・・・・・本体価格480円
（税込519円）

【東信水産】
〈太平洋産他〉かつお
たたきお造り（1パック）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

【魚力】〈青森県産〉
新物ベビーホタテ
（生食用／100g当り）

・・・・・・・・・本体価格288円
（税込312円）

プリマハム 十勝
グルメの便り ロース
生ハム（100ｇ・1パック）

・・・・・・・・・・・・・本体価格88円
（税込96円）

【肉処せんや】
〈宮崎県産〉日南どり
ササミ（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格258円
（税込279円）

はごろも 
シャキッとコーン
（3缶パック）

サイボク あらびきウインナー
（216g）

【サイボク】

・・・・本体価格 各238円
（税込 各258円）

マルシン 宇都宮
肉餃子・宇都宮
野菜餃子（各1箱）

食料品 まるひろ各店共同企画 ●川越店 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場

5/25水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈埼玉県産他〉
  きゅうり（3本）
お1人様6点・各店先着1200点限り

●〈茨城県産〉
  ピーマン（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈新潟県産〉
  まいたけ（1パック）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈宮崎県産〉
  切干大根（1袋）
お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ キウイフルーツ（1個）

本体価格580円（税込627円）

【東信水産】〈モロッコ産他〉
真たこぶつ切
（ボイル・生食用／約150g・1パック）

本体価格198円（税込214円）

【魚力】〈ベトナム産他〉
むきえび（養殖・解凍／100g当り）

本体価格498円（税込538円）

味の素 こめ油
（900g）

本体価格218円（税込236円）

明治 おいしい牛乳
（900㎖）

本体価格198円（税込214円）

【デリカ味彩】真いかリング
唐揚げ（100g当り）

本体価格334円（税込361円）

木村屋總本店 完熟食パン
（4枚・6枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚・鶏 焼肉用各種
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格850円（税込918円）

【肉処せんや】国内産牛肉
うす切り（肩ロース）（100g当り）

お1人様2点・各店先着300点限り

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・・本体価格498円
（税込538円）

【魚力】〈青森県産〉
青森サーモン
（サーモントラウト）
（柵取り・刺身用・養殖／
100g当り）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

※川越店・入間店でのお取扱いとなります。※川越店・入間店でのお取扱いとなります。 ※飯能店・東松山店・上尾店・
　坂戸店でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店・
　坂戸店でのお取扱いとなります。

26木 27金 28土 29日

肉の日限定29日

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様1点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格100円
（税込108円）

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈アメリカ・フロリダ産〉
グレープフルーツ
（ルビー）（1個）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（ふり塩）
（養殖・解凍／3切）

・・・・・・・・・本体価格108円
（税込117円）

国産若鶏
もも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉切り落し（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格 各98円
（税込 各106円）

マルちゃん 
赤いきつね（96ｇ）・
緑のたぬき（101ｇ）

・・・・本体価格358円
（税込387円）

明治 十勝
カマンベール
チーズ（切れてる
タイプ・切れてるタイプ
ブラックペッパー入／
各1袋）

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着300点限り お1人様5点・各店先着300点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ ゴールドキウイ
（4個入・1パック）

本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信水産】
本まぐろ中とろ入
刺身3点盛合せ
（各3切・1パック）

・・・本体価格1,890円
（税込2,042円）

【魚力】〈鹿児島県産他〉
国産うなぎ長焼
（養殖／1枚）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

国産牛（交雑種）
小間切肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉切り落し（モモ）
（100g当り）

本体価格2,680円
（税込2,895円）

魚沼棚田米
コシヒカリ（5kg）

本体価格1,780円
（税込1,923円）

三重県伊賀産
コシヒカリ（5kg）

・・・・・・・・・本体価格138円
（税込150円）

雪印メグミルク 
ナチュレ恵（プレーン・
脂肪0／各400g）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店ではお取扱いして
　おりません。
※入間店ではお取扱いして
　おりません。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈熊本県産他〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈熊本県産他〉
カットすいか
（1/8カット）

本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信寿司】
本まぐろ中とろ入
握り寿司セット
（9貫・1折）

・・・本体価格1,090円
（税込1,178円）

【魚力海鮮寿司】
サーモンが主役の
お寿司（12貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚ステーキ・
ソテー用各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて ・・・本体価格1,080円

（税込1,167円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

かどや 
金印純正ごま油
（300ｇ）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

JA全農たまご 
農協たまご
（10個入）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り

先着30折限り

お1人様1点・各店先着50点限り

※川越店ではお取扱いしておりません。※川越店ではお取扱いしておりません。

本体価格728円（税込787円）

サイボク フランクフルト
（180g）

本体価格588円（税込636円）
サイボク ゴールデンポーク
小間切（100g当り）
本体価格198円（税込214円）

サイボク ポークウインナー
（130g）

本体価格398円（税込430円）

サイボク 豚ロースみそ漬け
（100g当り）

本体価格440円（税込476円）

サイボク ゴールデンポーク
コロッケ（2個入）
本体価格390円（税込422円）

父の日ご予約承ります。父の日ご予約承ります。 オンラインショップでのご予約は
こちら

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店は26日（木）の販売になります。

【わらびの里】
父の日弁当
（1折）

本体価格

2,200円
（税込2,376円）

【日本橋玉ゐ】
あなご
箱めし
（1折）

本体価格

1,852円
（税込2,000円）

承り期間 6月14日（火）まで

お渡し日 6月19日（日）

承り期間 6月12日（日）まで

承り期間 6月5日（日）まで

お渡し日 6月17日（金）～19日（日）

◆承り場所：各店・各階＝名店ギフトコーナー ◆承り場所：各店・各階＝和洋酒

【鏡山】純米吟醸
メッセージ
「ありがとう」ボトル
（720㎖）
・・・・・・・・・・・本体価格3,000円

（税込3,300円）

※お名前は3文字以内、メッセージは
　20文字以内をラベルに入れる
　ことができます。

※お名前は3文字以内となります。

【帝松】手造り大吟醸 
桐箱入り（720㎖）
・・・・・・・・・・本体価格3,618円

（税込3,980円）

名入れの酒


