
※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

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

〈チリ産〉銀鮭切身（甘口）
（1切）................................128円

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

JA全農たまご 
ピュアテイスト
（10個・1パック）...............169円

〈千葉県産〉紅東芋
（1袋）..............................159円

刺身３点盛合せ
（1パック）.........................980円

〈熊本県産〉夢未来みかん
（1袋）..............................399円

国産豚 ロースうす切り肉
（100ｇ当り）......................199円

握り寿司セット
（1折）...............................780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～午後6時まで
のお買得品夕市夕市

お1人様2点限り
お1人様2点
先着100点限り

お1人様1点
先着150点限り

先着300点限り 先着300点限り

先着200点限り

先着300点限り

先着50点限り 先着50点限り

先着200点限り先着100点限り 〈長野県産〉
ぶなしめじ
（1袋）

国産若鶏
もも肉
（100g当り）

〈新潟県産〉
まいたけ
（1パック）

〈長野県産〉
えのき茸
（1袋）

〈奈良県産他〉
種なし柿
（1個）

〈北海道産他〉
さんま
（1尾）

日清フーズ 
ママースパゲティ
（1.4㎜/1.6㎜/300ｇ・各1袋）

【デリカ味彩】
肉団子
（100g当り）

【デリカ味彩】
フライドポテト
（100g当り）

森永
ラクトフェリンヨーグルト・

ラクトフェリン
ドリンクヨーグルト
（112g・各1個）

和歌山産業 ジュレココ
（みかん/キウイ/ピーチ/マンゴー）

（155ｇ・各1個）

〈岩手県産〉南部どり
手羽元※東松山店

〈大分県産〉豊後どり
手羽元※入間店
（100g当り）

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

【デリカ味彩】ヒレカツ
（5枚・1パック）..................380円

国産豚 もも切り落し肉
（100ｇ当り）......................108円※銘柄豚は除く

※銘柄豚は除く

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

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・各1パック）

...........399円

明治屋
純粋はちみつ
（1000ｇ・1個）

.....1,080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

紀文
肉まん・
あんまん
（3個入・各1パック）

........399円

月桂冠
酒粕バラ
（300ｇ・1袋）

...........249円

紀文
紀文の季節
（12種21品・
 1パック）

......599円

黄桜 辛口一献・
呑
パック
（2ℓ・各1パック）

...........880円

厳選6品
徳用袋菓子
（各1袋）

.......259円
（2袋）

.......499円

大潟村 
グルテンフリー習慣
スパゲティ・
リングイネ
（90g・各1袋）

..............................160円

東あられ
ごまかき醤油
のりかき塩
（90g・各1袋）

................................409円

籠清
磯三昧
（4種8枚）

........................1,080円
さつま揚・珍味揚・桜えび
太鼓判・小田原いわし揚
の4種の詰合せセット。
そのままでも、あぶって
も、お好みでわさび醤油
や生姜醤油でどうぞ。

アミノ酸を使用しない素
材を味わう素朴なかきも
ちです。
のりかき塩は青のりを搗
き込んださっぱり塩味で
す。

食物アレルギー特定原材
料等27品目と貝類を持
ち込まない自社専用工
場で製造しております。

セルフマートベストセレクション

明治屋
果実実感ジャム
（イチゴ/ブルーベリー/
オレンジマーマレード/
340g・各1個）

.............299円

ルーミック 
ミートソース
（69g・1箱）

三幸製菓 おかき餅
（12枚入・1袋）

ヤマザキ 薄皮シリーズ
菓子パン

（つぶあん/クリーム/チョコ/5個入・各1袋）

※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。

10/22 25
土 火

10  22土限り 10  22土限り

10  22土限り

写真はイメージです

2016

10/22  ㊏ 2店共同企画特別号
☎0493（23）1111（代表）
東 松 山 店

☎04（2963）1111（代表）
入　間　店

99円
均一セール
99円
均一セール

10/25㈫まで

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。

4割引

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

冷凍食品

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

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

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

刺身４点盛合せ
（1パック）.....................1,380円

さんま入り握り寿司セット
（12貫・1折）..................1,080円

【デリカ味彩】３種のかき揚げ
セット（1パック）.................280円

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン（400ｇ）
健康サララ（600ｇ） 
（各1本）................................399円

キューピー マヨネーズ（350ｇ）
ハーフ（300ｇ）
デルモンテ トマトケチャップ
リコピンリッチ（485ｇ）
（各1本）..................................179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

〈熊本県産他〉活あさり
（100ｇ当り）.................................99円

さんま棒寿司
（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

お1人様2点限り

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

握り寿司セット
（10貫・1折）............780円

握り寿司セット
（10貫・1折）............780円

味の素 
さらさらキャノーラ油
（1000ｇ・1本）.........199円

〈北海道産〉秋鮭切身
（２切）.....................399円

国産 牛豚合挽肉　　
（100ｇ当り）............159円

国産豚肩ロース肉切り落し
（100ｇ当り）............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

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。

写真はイメージです写真はイメージです

〈三陸産他〉さんま開き
（2枚）.....................350円

【デリカ味彩】
広島県産カキフライ
（7個・1パック）......399円

鉄火丼
（1折）.....................580円

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

写真はイメージです

【デリカ味彩】３種のきのこ
グラタンコロッケ
（5個・1パック）........280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

タカノ ツインパック
豆腐（絹/木綿/200ｇ×2・各1パック）
アサヒコ昔あげ（2枚・1袋）
（各1個）.......................69円

朝市朝市

夕市夕市

写真はイメージです 写真はイメージです

〈北海道産〉じゃが芋
（北あかり）（1袋）199円

〈北海道産〉南瓜
（小玉 1/2カット）.................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

〈北海道産〉玉ねぎ
（3個）..........................99円

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

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

国産牛（交雑種）すき焼き用
各種

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

〈福岡県産〉早生富有柿
（1個）.........................................99円

〈愛知県産他〉トマト
（1パック）...............350円

※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。

本まぐろ入刺身
３点盛合せ
（1パック）.......1,380円

あづま 北海道産大豆で
つくった納豆
（40ｇ×3・1パック）.......69円

写真はイメージです写真はイメージです

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

国産若鶏 むね肉
（100ｇ当り）..................58円

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

写真はイメージです写真はイメージです

【デリカ味彩】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）.....280円

日本ハム シャウエッセン
ウインナー
（127ｇx2・1束）.......................399円

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

※銘柄豚を除く

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて
※一部商品を除く２割引

先着200点限り 先着300点限り

先着200点限り
先着300点限り

先着100点限り先着200点限り
先着50点限り

先着50点限り

先着300点限り

23　限りのお買得23日限りのお買得

24　限りのお買得24月限りのお買得

25　限りのお買得25火限りのお買得

23日

23日

24月

24月

25火

25火

●食料品売場●食料品売り出し期間 土 火10/22 10/25食料品 まるひろ各店共同企画
（実施店舗：東松山店・入間店）

※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。

写真はイメージです写真はイメージです

入 間 店　午前10時～午後7時30分

各店・営業時間
東松山店　午前10時～午後7時


