
※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

〈千葉県産〉里芋
（1袋）..............................299円

〈チリ産〉銀鮭切身
（養殖/解凍/1切）............108円

〈栃木県産他〉梨
（2個入・1パック）.............399円

キリン トロピカーナ
（オレンジ・アップル・グレープフルーツ）
（1000㎖・1本）.................159円

〈長野県産〉エリンギ
（1パック）..............................99円

〈兵庫県産他〉しらす干し
（1パック）.........................298円

〈南アフリカ産〉グレープ
フルーツ（1個）..............99円

国産豚 もも肉切り落し
（100ｇ当り）......................108円

鉄火丼
（1折）...............................499円

朝市朝市 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時からのお買得品夕市夕市

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着200点限り

先着200点限り

先着100点限り

先着500点限り

先着200点限り

先着50点限り

先着50点限り

先着200点限り

先着200点限り

先着合わせて100点限り

先着50点限り 先着50点限り

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）................................................79円

国産豚 肩ロース肉切り落し
（100g当り）..........................................189円

〈山形県産〉長ねぎ
（1袋）....................................................150円

〈愛媛県産他〉真鯛切身
（養殖/3切・1パック）.......................780円

〈岡山県産〉ニューピオーネ
（1パック）........................................599円

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1斤）...................119円

でん六 小袋甘納豆
（235g・1袋）....................................169円

中とろ入り刺身盛合せ 3点盛
（1パック）................................1,180円

産地精米 新潟県産コシヒカリ
しらゆき米（5㎏・1袋）.....1,880円味の素 さらさらキャノーラ油

（1㎏・1本）.......................................199円

タカノ ツインパック豆腐（絹・木綿）
アサヒコ 昔あげ（2枚）
（各1個）................................................79円

【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ
（100g当り）..........................................199円

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

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

日本ハム シャウエッセン
（127g×2・1束）...................................399円

ペヤング ソース焼きそば
（120ｇ・1個）..........................99円

【デリカ味彩】鮭のふわらか
豆腐（きのこあん）
（1パック）..........................280円

国産若鶏 もも肉
（100ｇ当り）......................108円

※銘柄豚を除く

※銘柄豚を除く

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

セルフマートベストセレクション
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

にんべん 
フレッシュパック
ソフト
（4g×10袋・1パック）

..................299円

ミツカン 
味ぽん（600㎖）
エバラ 
すき焼のたれ
（500㎖）

（各1本）....299円

ダノン デンシア（80ｇ×4）・ビオ（75ｇ×4）各種
明治 スライスチーズ・
とろけるスライスチーズ（7枚）
十勝６Pチーズ（100ｇ）
（各1個）......159円
よりどり2個..300円
かなもと青果
こだわりキムチ
（320ｇ）
楠清 ひとくち
うまいも甘煮
（400ｇ）

（各1個）....399円

小林春吉商店
月桂冠大吟醸酒粕
（400ｇ・1袋）

...................399円

芋焼酎 
黒霧島
25°パック
（1.8ℓ・1パック）

.......1,438円

丸彦 おかき煎
だんらん
（はちみつ・
うに）
（15枚入・各1袋）

.............599円 今半 すき焼割下
木樽醤油仕込
（360㎖・1本）......821円

ゆかり堂
きなこ棒
（7本入・1袋）......238円

東北いちば
焼きしそ巻き
（7本・1パック）........410円
東北の郷土料理。おつま
みの他、熱々のご飯にのせ
てどうぞ。

天然醸造の醤油、白双糖、
利尻産昆布などこだわ
りの材料を使用。樹齢約
４００年のヒバの芯材で
作った大型木樽で仕込み
ました。

大豆を炒り石臼で挽いて
製粉しました。大豆の風
味をいかした昔懐かしい
味です。

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

かどや
純正ごま油
（300g・1本）

.............399円

※入間店は別途商品をご用意いたします。

9/27㈫まで

写真はイメージです写真はイメージです

●入 間 店　9月の店休日のご案内……………………27日㈫ ●上 尾 店　9月の店休日のご案内……………………28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。

2店共同企画特別号
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9  24土限り
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9/24  ㊏ ☎04（2963）1111（代表）
入　間　店

☎048（777）1111（代表）
上　尾　店

入間店

上尾店

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

冷凍食品

写真はイメージです

〈香川県産〉オリーブハマチ
お造り（養殖/1パック）....680円

オリーブハマチ入握り寿司
セット（10貫・1折）............780円

【デリカ味彩】さんまの竜田
揚げ（100ｇ当り）................199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

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

先着30㎏限り

先着30㎏限り 先着30㎏限り

先着500点限り

先着300点限り

先着100点限り

先着50点限り先着50点限り【デリカ味彩】
こんがり焼きつくね
（1パック）................299円

握り寿司セット
（12貫・1折）............980円

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。

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

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

〈群馬県産〉キャベツ
（1個）....................129円 〈秋田県産〉（菌床栽培）

生椎茸（1パック）............159円
〈ニュージーランド産〉
キウイフルーツ（グリーン）
（5個）...................................399円 

国産豚 もも切り落し肉
（100ｇ当り）...........................139円

キムラ 国産が一番
（1本）................................................179円

日清 カップヌードル
（しょうゆ/シーフード/カレー/各1個）129円

午後4時からのお買得品夕市夕市※数に限りがございます。

オリーブハマチ入刺身
4点盛合せ
（1パック）...............980円

国産牛（交雑種）もも
うす切り肉
（100ｇ当り）............580円

森林どり むね肉
（100ｇ当り）...........................................58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

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて
※一部商品を除く

お1人様6本（1ケース）限り

お1人様合わせて2点限り

※銘柄豚を除く 4割引

〈岩手県・北海道産〉ミニトマト
（100g当り）

〈北海道産〉玉ねぎ
（2個）

〈群馬県産〉（産地直送）
小松菜（1袋）

〈北海道産〉男爵芋（2個） 〈埼玉県産他〉ベビーリーフ
（1袋）

国産若鶏 ササミ
（100ｇ当り）

国産若鶏 もも肉（100ｇ当り）

〈北海道産〉生さんま（1尾）

〈熊本県産他〉活あさり
（100ｇ当り）

和歌山産業 ジュレココ
（みかん/ピーチ/キウイ/マンゴー/155g・各1個）

QBB ベビーチーズ各種
（60g・各1個）

日本ビーンズ 国産大豆の
濃い豆腐（200ｇ×2・1パック）

【デリカ味彩】肉団子
（100ｇ当り）

丸広 一等小麦粉100％使用
ソフトパン粉（230ｇ・1袋）

テーブルランド なめ茸
（120ｇ・1個）

〈岩手県産他〉サン津軽りんご
（3個）...............................................399円

国産牛豚 合挽肉
（100ｇ当り）......................................159円

〈埼玉県川島町産他〉いちじく
（1パック）..........................................399円

〈北海道産〉柳たこ
（100ｇ当り）......................................198円

〈太平洋産他〉南まぐろ切落し
（1パック）........................................580円

キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ（1000㎖・各1本）299円

ヤクルト ヤクルト10本パック・
ヤクルトハーフ10本パック
（各1パック）....................................378円

泳いでいるおさかなを見ることができる車「おさかなシャトル」がやってきます。泳いでいるおさかなを見ることができる車「おさかなシャトル」がやってきます。

日時：9月25日（日）
　　  第一回午前11時30分～
　　  第二回午後2時30分～
場所：1F　店頭モスバーガー横　特設会場
※各回先着100名様

日時：9月25日（日）
　　　第一回午後1時～午後2時
　　　第二回午後3時15分～午後4時15分
　場所：地階　鮮魚売場【東信水産】

おさかなビンゴゲーム 香川おさかな大使、来店
◆日時：9月25日（日）　午前11時～午後4時
◆場所：1F　店頭モスバーガー横　特設会場

先着100点限り
先着200点限り

先着200点限り

先着200点限り先着1000個限り

先着1000個限り先着200点限り

先着50点限り

店休日前の
お買得

99円均一
セール

25　限りのお買得25日限りのお買得

26月限りのお買得26月限りのお買得店休日前

25日

25日

●食料品売場●食料品売り出し期間 土 月9/24 9/26 ※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。

店休日前の
お買得

99円均一
セール

店休日前の
お買得

99円均一
セール

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


