
※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。

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

〈佐賀県産〉新玉ねぎ
（2個）...............................................99円

〈熊本県産〉グミニィミニトマト
（約200g・1パック）......................199円

〈沖縄県産〉ゴーヤ
（1本）..........................................159円

〈茨城県産〉青肉メロン
（2Lサイズ1個）............................599円

山本山 瀬戸内産全型焼海苔
（24枚・1袋）.............................880円

〈熊本県産〉
甘夏（6個入・1袋）..499円

〈群馬県産〉
青梅（約1㎏・1袋）..799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）399円
〈アメリカ産〉
レモン（3個入・1袋）199円

日新製糖 氷砂糖クリスタル
（1㎏・1袋）..................439円
サクラ印 純粋ハチミツ
（700g・1本）...............899円
ミツカン 純米酢金封
（500㎖・1本）.............299円

新潟 八海山の焼酎で仕込んだ
梅酒にごり
（720㎖・1本）....1,646円

サントリー　果実の酒用
ブランデー３５°パック
（1.8ℓ・1本）.......1,579円
宝 ホワイトタカラ
「果実酒の季節」３５°パック
（1.8ℓ・1本）.......1,380円

伊勢醤油 
吟香仕込み
（500㎖・1本）

..................646円

いとめん 
伊勢うどん 2食
（500g・1袋）

...............469円

朝日海苔本舗 
焼のり三重県産
（10枚・1袋）

..................420円

ロピア 
伊勢茶の
ダブルシュー
（1個）

..........108円

にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10袋・1パック）................299円

明治 ブルガリアヨーグルト贅沢クリーミー
生乳100・LB81なめらかリッチ
（320ｇ・各1個）.........................159円

グリコ 朝食りんごヨーグルト・
みかんヨーグルト
（70ｇ×3入・1パック）................159円

グリコ ポッキー
（2袋入・1箱）...........................139円

紅葉堂 切出しカステラ
（3枚入・1パック）.....................189円

〈台湾産他〉めばちまぐろ刺身用
柵（解凍/100ｇ当り）.................398円

〈モーリタニア産他〉真だこボイル
（生食用/100ｇ当り）...................258円

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

ヤマザキ デニッシュブレッドマイルド
（くるみ/レーズン/チョコ・各1袋）199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

【デリカ味彩】枝豆コロッケ
（5個・1パック）............................280円

堀商店 新潟県岩船産コシヒカリ
（5㎏・1袋）..........................1,880円

マルコメ 京懐石・丸の内タニタ食堂
の減塩みそ（650g・各1個）....299円

28●限りのお買得28土限りのお買得

お1人様2点
先着200点限り

お1人様1点
先着300点限り

均一セール

先着1200本 先着各100枚限り

先着200点

先着300点

〈埼玉県産〉きゅうり
（3本）

干物各種
（真あじ/さんま/さば/金目鯛/各1枚）

〈ニュージーランド産〉味平南瓜
（1/4カット）

〈群馬県産〉（産地直送）レタス
（1個）

カルビー ポテトチップス
（のり塩/うすしお/60g・各1袋）

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180ｇ・各1箱）

パスコ 超熟３枚
（1袋）

丸広 一等小麦粉100％使用
ソフトパン粉（230ｇ・1袋）

〈岩手県産〉南部どり赤かしわ
手羽元（解凍/100g当り）

【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り）

明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト（78gx4入・1パック）

99円99円
5  28土限り

セルフマート ベストセレクションセルフマート ベストセレクション

伊勢・志摩特集伊勢・志摩特集梅酒・果実酒特集

写真はイメージです

先着1000個

先着200点

先着100点

先着100点

写真はイメージです

※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。

5/28 31
土 火
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食料品 ポイント フェア倍
まるひろMクラブカード会員様

まるひろMクラブカードは、
「100円（税抜）のお買物で
1ポイント」が付与されます。
5月28日（土）は「100円（税抜）の
お買物で3ポイント」付与されます。※ポイントは本体価格で計算させていただきます。※一部除外品もございます。※他の割引ご優待との併用はできません。※詳しくは係員におたずねください。 

本日5/28□限り土



生活応援 プライス 食料品日替り特価市

日高店　1階＝午前10時～午後7時30分
　　　　2階＝午前10時～午後7時

各店・営業時間
飯能店　午前10時～午後7時

※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。商品は豊富に取り揃えてございますが、万一品切れの場合はご容赦ください。

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

〈群馬県産〉（産地直送）
ほうれん草（1袋）..................129円

【デリカ味彩】国産ロールキャベツ
トマトソースかけ
（3個・1パック）.............................380円

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

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）............................179円

牛肉

ハーゲンダッツ ミニカップ各種
（110㎖・各1個）...........................199円

刺身4点盛合せ（上）
（1パック）............................1,290円

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

〈太平洋産他〉めばちまぐろ
切落し（解凍/1パック）............499円

東海 こくうまキムチ
（320g・1パック）............................249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

お1人様1点
先着100点限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様2点
先着100点限り

先着50点

〈神奈川県産他〉キャベツ
（1個）...........................................159円

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

【デリカ味彩】サバ味噌煮（骨なし）
（1パック）....................................250円

〈ニュージーランド産〉ゼスプリキウイ
フルーツ（5個入・1パック）.......399円

シマダヤ もみ打ち冷し中華・ごまだれ
（120ｇ×2入・各1袋）...................199円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース肉
切り落し（100g当り）..............179円

ヤマザキ ロイヤルブレッド
（6枚切/8枚切・各1袋）...............139円

〈ロシア産他〉紅鮭切身（中辛）
（解凍/3切）.................................590円

日清 カップヌード しょうゆ（77ｇ・1個）・
シーフード（75ｇ・1個）・カレー（85ｇ・1個）
（各1個）.......................................129円

国産若鶏 もも肉 唐揚げ用
（100g当り）..................................109円

国産牛豚 合挽肉
（100g当り）..................................169円

海鮮丼
（1折）...........................................499円

はごろも ポポロスパ７分結束
（700g・1袋）.................................199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

〈新潟県産他〉グリーンアスパラ
（1束）...........................................159円

内堀 
美濃
有機純りんご酢
（360㎖・1本）

...................538円

〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック）.....................................159円

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

〈熊本県産〉デコポン
（4個入・1袋）...............................399円

明治 十勝カマンベール
（100g・1個）................................279円

〈岩手県産〉南部どり 手羽元
（骨なし）（100g当り）..............139円

ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・1本）...............................399円

〈長崎県産他〉真あじ開き
（解凍/2枚）.................................499円

マンジョウ 芳醇本みりん
（1000㎖・1本）.............................299円

〈チリ産〉銀鮭（ふり塩）厚切り
（養殖/1切）.................................150円

JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個入・1パック）........................169円

はごろも シャキッとコーン
（3缶入・1パック）.........................199円

写真はイメージです

写真はイメージです

先着100点 先着200点

先着200点 先着100点

先着100点 先着100点

先着100点

先着100点

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

父の日ご予約

29日

30月

31火

〈肉の日〉〈肉の日〉

全
品

有機ＪＡＳ認定商品
です。まじりけのない
豊かな香りのおだや
かな酸味、まろやか
な甘みをもつりんご
酢です。

国産ちりめんと和歌山県産山椒を使
用した京都伝統の佃煮。
毎日食べても飽きのこない味です。

甘口醤油ベー
スのタレでじっ
くり煮込んだま
ぐろとチーズ
のコクがピッタ
リです。

石原水産
チーズと
まぐろ
（85ｇ・1袋）

......399円

【叙々苑】
特製カルビ弁当
（約22.5㎝×15㎝×高さ5㎝/1折）......2,365円

写真はイメージです
写真はイメージです

◆お申し込み期間
　6月14日㈫まで
◆お承り場所
　名店コーナー
◆お渡し日
　6月19日（日・父の日）

※午前11：30からのお渡しとなります。

祥庵 ちりめん山椒　
（60g・1個）................................539円

新登場

29　限りのお買得29日限りのお買得朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

30　限りのお買得30月限りのお買得朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

31　限りのお買得31火限りのお買得朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

食料品 まるひろ各店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店）

※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 土 火5/28 5/31


