
※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。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願い 適度な距離を保ってのお買物入店時の手指の消毒マスクの着用

各店・各階
食料品

バレンタイン特集
◆2月14日（火）まで ◆各店・各階＝特設会場

〈ゴディバ〉
ゴディバ meets
あつまれ どうぶつの森 
アソートメント（6粒入）
オリジナルポーチつき
（6粒入）

・・・・・・・本体価格3,200円
（税込3,520円）

©Nintendo

◆各店・各階＝
　名店ギフトコーナー

※数に限りがございます。
※天候・交通事情により入荷が遅れる
　場合がございます。

2/3金は節分です。
1月29日（日）まで
ご予約承り中。

まるひろの
恵方巻

※ハーフサイズもございます。

【なだ万厨房】
こうふく恵方巻
（直径約5ｃｍ×長さ約19ｃｍ／1本）

・・・・・・・本体価格1,500円
（税込1,620円）

北

南

西

東今年の恵方は

南南東

1/25水
～29日

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

本体価格2,080円
（税込2,247円）

本体価格1,980円
（税込2,139円）

産地精米 しらゆき米
（5kg）

無洗米 しらゆき米
（5kg）

※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。

本体価格698円（税込754円）

〈長崎県産〉
味まるみかん（大袋）（1袋）

・・・・・・・・・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）

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

・・本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信寿司】
本まぐろ入海鮮丼
（1折）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

【魚力】〈宮城県産他〉
生かき
（生食用／1パック）

本体価格 各268円
（税込 各290円）

全農ミートフーズ 
シュリンクパック
ロースハム（122g）・
ベーコン（120g）

・・・・・・・・・・・・・本体価格78円
（税込85円）

【肉処せんや】〈宮崎県産〉
日南どり手羽元
（100g当り）

・・・・・本体価格 各118円
（税込 各128円）

マルちゃん 
赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば（101g）

・・・・・・・・・本体価格218円
（税込236円）

マルちゃん 北の味わい
ガラ炊きラーメン
（醤油・味噌／各110g×2）

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　各店食料品売場

オープニングスペシャルサービス1/25水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈宮崎県産他〉
きゅうり
（2本）
お1人様4点・各店先着800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

●〈青森県産〉
ごぼうカット
（2Sサイズ／1袋）
お1人様2点・各店先着100点限り

●〈ニュージーランド産〉
ゼスプリグリーンキウイ
（1個）
お1人様5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298円（税込322円）

〈熊本県産〉
ミニトマト（1パック）

本体価格480円（税込519円）

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（甘口）（養殖／2切）

本体価格1,190円（税込1,286円）

【魚力】海鮮鍋セット
（約2人前・1パック）

本体価格598円（税込646円）

味の素 
こめ油（900g）

本体価格158円（税込171円）

明治 ブルガリアヨーグルト
4P各種（75g×4）

本体価格480円（税込519円）

【デリカ味彩】丸広魚彩
銀鮭西京焼（1切）

本体価格108円（税込117円）

国産若鶏もも肉
水炊・唐揚用（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）

お1人様2点・各店先着100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・東松山店での
お取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店での
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。

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

※入間店でのお取扱いとなります。※入間店でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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。

26木 27金 28土 29日

お1人様2点・各店先着100点限り

各店先着20折限り

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈長崎県産他〉
新じゃが芋
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈長野県産〉
市田柿
（1パック）

・・本体価格1,280円
（税込1,383円）

【東信水産】〈国内産〉
あんこう鍋セット
（解凍／1パック）

・・・・・・・・・本体価格238円
（税込258円）

〈群馬県産〉やまと豚
肩ロース肉切り落し
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り
（肩ロース）（100g当り）

・・・・・本体価格 各598円
（税込 各646円）

マルホン
太香胡麻油・
太白胡麻油（各450g）

・・・・・本体価格 各198円
（税込 各214円）

紀文食品 焼ちくわ・
さつま揚極上
（各1パック）

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

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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 各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈埼玉県産〉
長ねぎ
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈静岡県産〉
樹熟採取みかん
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろ切落し
（約100g・1パック）

・・本体価格1,290円
（税込1,394円）

【魚力海鮮寿司】
雅
（10貫・1パック）

・・・・・・・・・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880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用
切り落し（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格228円
（税込247円）

明治 
明治おいしい牛乳
（900㎖）

※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198円
（税込214円）

【魚力】〈北海道産〉
真たら（甘口）
（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
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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 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〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈青森・秋田県産〉
サンふじ
（1袋）

・・本体価格1,280円
（税込1,383円）

【東信寿司】
海鮮太巻（1折）

本体価格1,390円
（税込1,502円）

【魚力】
〈大分県産他〉
とらふぐ薄造り
（1パック）

・・・・・本体価格980円
（税込1,059円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り
（ロース）（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛肉
すき焼き用各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

うさぎもち 
切り餅一切れパック
（1kg）

・・・・・・・・・本体価格208円
（税込225円）

JA全農たまご 
実りの赤たまご
（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
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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

各店先着20折限り

お1人様2点・各店先着100点限り

※川越店では【魚彩】で販売いたします。※川越店では【魚彩】で販売いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各148円
（税込 各160円）

フジパン ネオバターロール・
ネオレーズンバターロール・
ネオ黒糖ロール（各1袋）

いい肉の日セールいい肉の日セール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格268円
（税込290円）

サンヨー食品 名店の味
春木屋 東京ワンタン麺
（カップ／136g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各158円
（税込 各171円）

サンポー食品 
焼豚ラーメン・
長崎ちゃんぽん
（カップ／各1個）

・・・・・・本体価格 各168円
（税込 各182円）

tabete
だし麺
（北海道帆立・比内地鶏・
千葉県産はまぐり・高知産
ゆずだし・長崎県あごだし／
各1袋） ・・・・・・・・・本体価格298円

（税込322円）

キヨトク 
博多屋台風 焼ラーメン
（1人前）

・・・・・・本体価格428円
（税込463円）

尾道栄食 
尾道ラーメン醤油
（120g×2）

※一部除外品がございます。

冷凍食品
毎日お買得！！

全国全国

ら
ー
め
ん
特集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

藤原製麺 らーめんや天金
（醤油・味噌／各110×2）

・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

喜多方「牛乳屋食堂」 
会津ラーメン醤油
（120g×2）

・・・・・・・本体価格308円
（税込333円）

タチバナ製麺所 
荻窪ラーメン
（120g×2） ・・・・・・・・・本体価格498円

（税込538円）

丸紀
横浜中華そば
横浜醤油使用
（2食入）

北
海
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神
奈
川


