
※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。

10/22㈯・23㈰限り

堀商店 
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

1,880円

10月31日㈪までのご予約で10%OFF
11月30日㈬までのご予約で5%OFF

おせち料理ご予約承ります
◆承り期間：12月22日㈭まで
◆お渡し：12月31日㈯ 午前11時～午後5時

まるひろオリジナル
「彩」（いろどり）おせち
和洋三段重
................21,600円

芳ばしい香りのフランスパン
に、上質なバターなどを使用
して丁寧に仕上げたガトーラ
スク。サクサクとした食感と
芳醇なバターの香りが至福
の時間をお届けします。

「グーテ・デ・ロワ」の芳醇な
バターの香りと、クリーミィー
なホワイトチョコレートが絶妙
なハーモニーを奏でます。

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

〈北海道産〉南瓜
（小玉 1/2カット）........................199円

〈奈良県産他〉種なし柿
（1個）...............................................99円

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

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳（1000㎖・各1本）179円

【アントステラ】
ハロウィンストーリー
（6枚入）.................................540円

【モロゾフ】
ジャックオランターン
（12個入）...............................648円

【シェ・レカミエ】
パンプキンモンブラン
（1個）.....................................453円

【トップス】
チョコレートケーキ
（レギュラー・1台）...........1,901円

グーテ・デ・ロワ 
簡易大袋
（2枚入×13袋（26枚））

...................................972円

グーテ・デ・ロワ 
ホワイトチョコレート
簡易大袋
（10枚入）

...................................756円

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

国産牛（交雑種）

サイボクポークウインナー
（1パック）....................................399円

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

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

〈モーリタニア産他〉生食用
真だこ（蒸）（100g当り）......280円

キリン のどごし生
（350㎖×6缶・1パック）...............638円

22●限りのお買得22土限りのお買得

先着各50点限り

先着合わせて200点限り先着300点限り

先着300点限り

先着300点限り

先着300点限り

先着100点限り

先着200点限り

〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）

〈長野県産〉ぶなしめじ
（1袋）

〈イタリア産〉ドルチェポルコ豚
バラうす切り（解凍/100g当り）

〈長野県産〉えのき茸
（1袋）

〈青森県産〉ごぼうカット
（1袋）

一正 生でおいしい鯛入り
太ちくわ（3本・1袋）

森永 マウントレーニア
カフェラッテ各種（240㎖・各1本）

※但し、リッチカフェラッテを除く

日清フーズ ママースパゲティ
（1.4㎜/1.6㎜/300ｇ・各1袋）

ルーミック ミートソース
（69ｇ・1個）

〈岩手県産〉南部どり ササミ肉
（解凍/100g当り）

国内産 きざみめかぶ
（100g当り）

さつま揚げ各種
（いわし/はも/あじごぼう/各1枚）

写真はイメージです写真はイメージです
3割引店頭表示価格（税抜）よりレジにて

※広告品を除く

お1人様2点限り

10／22土オープニングプライス　 99円均一数量
限定

ガトーフェスタ ハラダ
期間限定販売会　

■10/24（月）まで（16時閉場）　　
■2階特設会場

飯能店より 日高店より
10月31日（月）はハロウィン

期間限定販売
10/22㈯・23㈰

2016

10/22  ㊏

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。
10月22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。 

10/22□限り土

10/22 25
土 火

※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。

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

国産牛（交雑種）もも手切り焼肉用
（100g当り）.................................399円

〈長崎県産〉味まるみかん
（1袋）..........................................499円

〈台湾産他〉めばちまぐろ
（刺身用/解凍/100ｇ当り）..........498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

お1人様1点
先着150点限り

【デリカ味彩】骨なしフライドチキン
（1個）...............................................99円

刺身 大漁舟盛り
（7点・1舟）...........................1,990円

阿部善 ふる里おでん
（10種17個・1パック）..................399円

キリン 一番搾り
（350㎖×6缶・1パック）.......1,098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

サトウの切り餅パリッとスリット
（1㎏・1袋）...................................599円

先着200点限り

先着100点限り

〈山形県産〉長ねぎ
（1袋）..........................................159円

サイボク豚もも切り落し肉
（100g当り）.................................199円

〈ニュージーランド産〉キウイフルーツ
（グリーン）（大玉1個）...................99円

〈インドネシア産他〉むきえび
（養殖/解凍/約250ｇ・1パック）...590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

【デリカ味彩】からふとししゃもフライ
（10本・1パック）...........................299円

海鮮寿司 赤海老姿にぎり
（4貫・1パック）.............................500円

ピックルス ゆず白菜
（250ｇ・1袋）................................159円

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

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

ミツカン 純米料理酒
（1ℓ・1本）....................................299円

先着200点限り

先着300点限り

〈埼玉県産他〉里芋
（1袋）..........................................299円

〈群馬県産〉やまと豚ロース
生姜焼用（100g当り）............259円

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

〈ロシア産他〉しまほっけ（大）
（1枚）..........................................398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

【デリカ味彩】おくらのベーコン巻き
（4個・1パック）............................299円

海鮮寿司 市場寿司
（10貫・1折）.........................1,080円

ＪＡ全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）..........................199円

タカノフーズ おかめ納豆極小粒
ミニ3（50ｇ×3・1パック）...............79円

永谷園 生みそ汁あさげ徳用・
ゆうげ徳用
（10食入・各1パック）...................199円

サトウ コシヒカリ3食パック
（200ｇ×3・1パック）.....................399円

先着200点限り

先着300点限り

朝日
えごま油・
アマニ油
（170ｇ・各1本）

699円

にんべん 
つゆの素
（1ℓ・1本）

.........399円

朝日
オリテラＥＸ
バージン
オリーブオイル
（1000㎖・1本）

...........699円

【デリカ味彩】
特選サイボク豚生姜焼き
弁当（1パック）..........798円

【デリカ味彩】埼玉県産
里芋コロッケ味噌あんかけ
（2個・1パック）............199円

【デリカ味彩】むかしのコロッケ
（4個・1パック）.............199円

丸彦製菓 
だんらん(うに・はちみつ)
（15枚入・各１パック）599円

不二家 カントリーマアム
バニラ＆ココア
（20枚入・1袋）..........279円

亀田製菓
柿の種 フレッシュパック・わさび
（6袋入・各１パック）...189円

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・1パック）

..................................1,098円月桂冠 
月パック
（2ℓ・1本）..................938円

黄桜 
辛口一献
（2ℓ・1本）..................880円

ヤマサ
有機丸大豆の
吟選しょうゆ
（1000㎖・1本）

...........299円

マルハ さば水煮月花EO・
さばみそ煮月花EO
（200ｇ×2缶・各1パック）399円

ミツカン
純米酢金封
（500㎖・1本）

..........299円

鳩屋 
徳用
ピーナツ
みそ
（250ｇ・1パック）

299円

フジッコ
カスピ海
ヨーグルト
（400ｇ・1個）

229円

紀文 
焼ちくわ
（2本・1袋）

............199円
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10/25
㈫まで

24　限りのお買得23　限りのお買得 24月限りのお買得23日限りのお買得 25　限りのお買得25火限りのお買得

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10/22 10/25


