
※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下さい。紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。

母の日 限定販売会

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

写真はイメージです

〈ニュージーランド産〉
輸入南瓜（1/4カット）.....99円

〈太平洋産他〉めかじき切身
（解凍/3切）........................498円

〈熊本県産〉デコポン
（4個入・1袋）...................599円

大正製薬 リポビタンＤ
（10本・1箱）.....................829円

ＪＡ全農たまご 朱のしずく
赤玉小玉ミックス
（10個・1パック）................159円

【なだ万厨房】母の日御膳
（約10.5×19.2×高さ5.1㎝/
2段・1折）...................................2,592円

母の日限定
ドゥーブル
フロマージュロゼ
（直径約12㎝/１台）.....................2,798円

チョコレートケーキ
（レギュラー/1本）.........................1,901円

ハートペストリー
（ダブルラズベリー）（1個）...238円

母の日限定
ドゥーブル
フロマージュロゼ
（直径約12㎝/１台）.....................2,798円

チョコレートケーキ
（レギュラー/1本）.........................1,901円

ハートペストリー
（ダブルラズベリー）（1個）...238円

【京樽】
八坂
（1折）............................................1,059円

〈鹿児島県産〉オクラ
（1ネット）..........................159円

〈アメリカ産他〉辛子明太子
（100g当り）........................298円

〈カリフォルニア産〉ネーブル
オレンジ（ピュアスペクト）
（4個入・1袋）...................299円

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（6枚・1パック）...................450円

握り寿司セット
（10貫・1折）........................780円

朝市朝市

夕市夕市

〈埼玉県産〉きゅうり
（3本）....................................................99円

（国内産）黒毛和牛 バラカルビ
焼肉用（100g当り）....................679円

プリマハム 新鮮使い切り 
ロースハム3連（120ｇ・1束）
ハーフベーコン3連（111ｇ・1束）
（各1束）..........................................279円

〈茨城県産〉ピーマン
（1袋）....................................................99円

鉄火丼
（1折）...................................................580円

〈ニュージーランド産〉ゴールド
キウイフルーツ（1個）.............99円

播州 揖保の糸
手延素麺・
丸広 三輪素麺・
讃岐物産 
プレミアム小豆島
手延素麺
（300g・各1袋）

.................279円
（2袋）......499円

【デリカ味彩】とうもろこしの
つまみ揚げ（1パック）.............280円

【デリカ味彩】若鶏の竜田揚げ
（100g当り）......................................199円

彩旬工房 ぬか胡瓜
（2本・1パック）.................................199円

ヤクルト 
ヤクルト・ヤクルトカロリーハーフ
（65㎖×10本・1パック）....................378円

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写真はイメージです

写真はイメージです

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）....................................................99円

山本山 瀬戸内産全型焼海苔
（24枚・1袋）....................................799円

〈静岡県産他〉釡揚げしらす干し
（100g当り）.........................................298円

午前10時～正午12時まで
のお買得品 ※数に限りがございます。

※数に限りがございます。
午後4時～午後6時まで
のお買得品

国産牛（交雑種）小間切れ肉
（100g当り）.....................399円

刺身3点盛合せ
（1パック）.........................................780円

国産豚 もも切り落し肉
（100g当り）...........................99円※銘柄豚は除く

先着50点先着100点

先着100点

先着500個

先着200点

先着1000本

先着100個

お1人様2点限り

お1人様1点
先着200点限り

5/8（日）まで
弁　当 フロ・プレステージュ アンデルセン

トップス 東京都 麻布十番 天のや

先着30折

先着30折

先着50点

5/8（日）のみの販売となります。

たまごサンド
（12個入・1箱）

1,181円
（6個入・1箱）

........701円

たまごサンド
（12個入・1箱）

1,181円
（6個入・1箱）

........701円※数に限りがございます。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※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。

2016

5/4㊌ 〒358-0003 入間市豊岡1-6-12 04（2963）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時30分
ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp入間店

5/4 8
日水

4　  限りのお買得水・祝5  4

水・祝5  4

4　  限りのお買得水・祝

祝

【わらびの里】母の日弁当
（約13.2×13.2×高さ4.3㎝/
2段・１折/金平糖付）.....................1,944円

【たごさく】母の日弁当
（1折）............................................1,026円

新登場

【ホテルオークラ】オムライス
（1個）............................................1,080円

【銀座久兵衛】
ばらちらし
（約12×13×高さ4㎝/
1折）

....2,700円

※午後3時30分からのお渡しとなります。

GW
日替り ●祝

5/8（日）のみの販売となります。 5/7（土）・5/8（日）のみの販売となります。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市



※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。 紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）.....................199円

〈群馬県産〉産地直送
ほうれん草（1袋）.......139円

〈熊本県産〉カットすいか
（1/6カット）...........................599円

国産豚 ロース肉生姜焼き用
（100ｇ当り）...........................199円

ピックルス ご飯がススムキムチ
（200ｇ・1個）..........................179円
伊藤園
充実野菜
（緑黄色野菜ミックス/
緑の野菜ミックス/
930g・各1本）

............169円
（2本）..300円

【デリカ味彩】
彩りしんじょの
かに風味あんかけ
（5個・1パック）........280円

握り寿司セット
（15貫・1折）....1,380円

刺身４点盛合せ
（1パック）...............980円

国産豚 挽肉
（100ｇ当り）............108円

本まぐろ入り 刺身3点盛
（1パック）.....................1,580円

手巻き寿司セット
（5本・1折）............................680円

【デリカ味彩】
ミニ豚ロース串カツ
（10本・1パック）.....................280円

【デリカ味彩】
〈広島県産〉カキフライ
（8個・1パック）.......................480円

〈佐賀県産〉新玉ねぎ
（M3個・1ネット）.....159円

握り寿司セット
（24貫・1折）....1,980円

はごろも シャキッと
コーン（3缶・1パック） 
ポポロスパ（700g・1袋）
（各1個）..................199円

〈太平洋産他〉
めばちまぐろ柵
（100g当り）............298円

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

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

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

〈愛知県産〉トマト
（1袋）...................................299円

〈熊本県産他〉青肉メロン
（1個）...................................799円

新札幌乳業 札幌工場発北海道
牛乳（1000㎖・1本）...........199円

〈太平洋産他〉まぐろ切落し
（刺身用/解凍/1パック）.......598円

握り寿司セット
（12貫・1折）..................1,080円

【デリカ味彩】
ふっくら真あじの大葉フライ
（1パック）.............................280円

国産牛（交雑種）牛肉

（国内産）黒毛和牛 もも肉
サイコロステーキ（角切り）
（100ｇ当り）...........................599円

小岩井 生乳ヨーグルト・生乳
ヨーグルトクリーミー脂肪0
（400g・各1個）..................189円

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

〈群馬県産〉産地直送
レタス（1個）...................159円

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（3個）...............399円

〈アメリカ・ロシア産他〉
辛子明太子（100ｇ当り）298円

海鮮丼
（1折）....................................580円

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

【デリカ味彩】
海鮮シューマイ
（10個・1パック）......399円

紀文 
竹笛（4本・1袋）
マリーン（4本×3・1パック）
（各1パック）.............129円

国産若鶏 もも肉唐揚げ用
（100ｇ当り）............108円

サクラ印 純粋はちみつ（700ｇ・1本）
はちみつブルーベリー（650ｇ・1本）
てんさいオリゴ（500ｇ・1本）
（各1個）................................699円

はごろも シーチキン
Lフレーク・マイルド
（70g×4缶・各1パック）..........399円  

お1人様合わせて2点限り

お1人様合わせて3点限り

先着100点

先着100点

先着100点先着200点

先着200点 先着50点

先着30折 先着50折

先着30折

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）159円

〈北海道産他〉柳だこ
（生食用/100g当り）198円

【デリカ味彩】
12品目具材の
豆腐ハンバーグ
（4個・1パック）........280円

握り寿司セット
（10貫・1折）............780円

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 写真はイメージです

安国屋 なまあげ
（250ｇ・1袋）
タカノ 極小粒納豆
カップ3（30ｇ×3・1パック）
（各1個）.......................69円

朝市朝市

午前10時～正午12時まで
のお買得品朝市朝市 ※数に限りがございます。

午後4時～午後6時まで
のお買得品夕市夕市

午前10時～正午12時まで
のお買得品

午後4時～午後6時まで
のお買得品

午前10時～正午12時まで
のお買得品

午後4時～午後6時まで
のお買得品 ※数に限りがございます。

夕市夕市

朝市朝市

夕市夕市

※数に限りがございます。

※数に限りがございます。

※数に限りがございます。

※数に限りがございます。

※銘柄豚は除く

※銘柄豚は除く

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 2割引全

品

写真はイメージです写真はイメージです

6●限りのお買得

7● 8●限りのお買得

6金限りのお買得

7土 8日限りのお買得

6金

6金

7土・8日

7土・8日

入　間　店
☎04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

5/4水・祝 5/8日 ※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。●食料品売場●食料品売り出し期間

5　　限りのお買得5　　限りのお買得木・祝5木・祝

5木・祝

〈大分県産〉豊後どり 
むね肉（100ｇ当り）108円

各日先着30折 各日先着30折

各日先着100点
各日先着200点 各日先着300点

各日お1人様
合わせて2点限り


