
※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。

新
登場

新
登場

3割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

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

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

刺身盛合せ ３点盛
（1パック）..................1,090円

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5個・1パック）..................399円

先着100点限り

先着200点限り

各日先着100点限り

お1人様6本（1ケース）限り

〈高知県産〉みょうが（1パック）

〈茨城県産〉ピーマン（1袋）

〈高知県産〉古根生姜（1袋）

〈栃木県産他〉にら（1袋）
〈アメリカ産他〉子持ち
浅羽かれい（解凍/100g当り）

〈宮城県産他〉きざみめかぶ
（100g当り）

〈岩手県産〉南部どりささみ肉
（解凍/100g当り）

〈イタリア産〉ドルチェポルコ豚
バラうす切り肉（解凍/100g当り）

丸広 一等小麦粉100％使用
パン粉（230g・1袋）

日清 密封チャック付フラワー粉
（1㎏・1袋）

ママ 果汁100％フルーツゼリー
（もも＆みかん/ぶどう＆りんご/8個入・各１袋）

4／29●　オープニングプライス　 99円均一4／29土　オープニングプライス　 99円均一

4／29土　限りのお買得4／29土　限りのお買得

数量
限定

お1人様1点
先着150点限り

お1人様1点
先着150点限り

お1人様2点
先着300点限り

お1人様2点
先着200点限り

産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・1袋）

1,880円

〈ニュージーランド産〉ゴールドキウイ
フルーツ（4個入・1パック）499円

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・1パック）1,098円

ＪＡ全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）................189円

でん六 小袋甘納豆
（235ｇ・１袋）.....................199円

ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・1本）....................459円

海鮮握り寿司（本まぐろ・うに・
いくら入）（10貫・1折）1,290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

【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

デコポンキャンディ－（80ｇ）..........216円
黒糖ド－ナツ棒（12本）.....................432円
熊本城復興祈念カレー（200ｇ）....540円

日向夏果汁100％（125㎖）.........133円
宮崎辛麺（92ｇ）...................................162円
鶏の炭火焼（180ｇ）............................648円

【かさの家】梅ケ枝餅（冷凍）
（5個入）..............................................651円

【ふくとく】からし蓮根
（1本）..................................................890円

【岡留かまぼこ】
真空さつま揚げ詰合せ
（9枚入）....................540円

つぼ漬（250ｇ）......................................270円
文旦漬袋（舟切）（220ｇ）.................378円
げたんは（10枚入）..............................292円

沖縄そばカップ（84ｇ）.....................249円
雪塩ちんすこう（2本×8袋）............341円
タコライス（2食入）...........................378円

飛魚うまかつゆ
（500㎖）.........1,080円

芽ひじき
（35ｇ）............464円
長ひじき
（35ｇ）............486円

お1人様2点
先着100点限り

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

29（土・祝）・30（日）限り

先着100点限り

先着300点限り

〈埼玉県産〉きゅうり（2本） 〈埼玉県産〉小松菜（1袋） 〈愛知県産他〉活あさり（100g当り）
〈岩手県産〉南部どり手羽元

（解凍/100g当り）
【デリカ味彩】肉団子

（100g当り）

【デリカ味彩】埼玉県産
メンチカツ（1個）

紀文 はんぺん２枚入り
（2枚・１袋）

伊賀屋 おぼろ仕立て冷やっこ
（320ｇ・1パック）

ダノン ヨーグルト（プレーン・加糖/
バニラ風味/さくらんぼ/いちご＋もも/75ｇ×4・各1パック）

ペヤング ソースやきそば
（120g・1個）

お1人様4点
先着1000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

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10㎏限り

先着10㎏限り

先着10㎏限り

肉の日肉の日

肉の日肉の日

飯 能 店 より

初夏の
九州・沖縄
フェア

初夏の
九州・沖縄
フェア

アンテナショップ特集

※ポイントサービスの対象外となります。
※数に限りがございます。
　品切れの際はご容赦くださいませ。
※写真は盛り付けの一例です。
※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。

※ポイントサービスの対象外となります。
※数に限りがございます。
　品切れの際はご容赦くださいませ。
※写真は盛り付けの一例です。
※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。

熊本   銀座熊本館 沖縄   わしたショップ宮崎  新宿みやざき館 KONNE 鹿児島  かごしま遊楽館 さつまいもの館

熊
本

鹿
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島

海
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物
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わ
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な
べ

特
別
出
店

福
岡

おかずいりこ
　  （200ｇ）....1,080円

◆5月1日（月）まで
　（最終日は午後4時閉場）

◆ 2階催場

◆5月1日（月）まで
　（最終日は午後4時閉場）

◆ 2階催場

先着60点限り
写真はイメージです

2017

4/29  ㊗㊏

4/29 5/2
土土 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。

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」4月29日（土・祝）は「100円（税抜）のお買物で通常の1ポイントに、プラス2ポイント」

祝
GW
日替り



※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。

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

『ジェラートピケ』

ブランドコンセプトは“大
人のデザート”。着心
地にこだわり、着る人
それぞれのライフスタイ
ルに喜ばれるアイテム
を“デザート価格”で実
現したＮｅｗルームウエ
アコレクションです。

期間限定
ブランド

5/2㈫まで
3階特設会場

パーラービーズ
を作ろう
パーラービーズ
を作ろう
パーラービーズ
を作ろう
パーラービーズ
を作ろう

親子でできるイベント

◆5階＝玩具売場
◆518円から
◆5階＝玩具売場
◆518円から

4/29（土・祝）・30（日）

お1人様2点
先着200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

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着50点限り

お1人様1点
先着100点限り

お1人様1点
先着100点限り

お1人様1点
先着100点限り

お1人様5点
先着100点限り

お1人様1点
先着100点限り

お1人様2点
先着50点限り

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

（国内産）黒毛和牛 刺身盛合せ 4点盛
（1パック）.................1,090円 〈佐賀県産他〉新玉ねぎ

（1ネット）.......................199円

サイボク豚 もも切り落し肉
（100g当り）...................179円

〈太平洋産他〉めばちまぐろ
切落し（1パック）........550円

【デリカ味彩】海鮮しゅうまい
（6個・1パック）...............250円

明治 ブルガリアのむヨーグルト
LB81プレーン（900g・1本）179円　

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

〈兵庫県産他〉レタス
（1個）............................199円

数の子山海漬け
（100g当り）...................138円

国産牛（交雑種）もも切り落し肉
（100g当り）...................380円

【デリカ味彩】焼き餃子
（各種）（10個・1パック）550円

ピックルス ご飯がススム
キムチ（200g・1パック）179円

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

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

【デリカ味彩】埼玉県産里芋
コロッケ（3個・1パック）250円

海鮮握り寿司（パーティー寿司）
（30貫・1折）.............2,800円

マルちゃん 焼そば
（150ｇ×3・１袋）...............148円

播州 揖保の糸 素麺（300g）・
冷麦（400g） （各１袋）..279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

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

〈千葉県産他〉キャベツ
（1個）...............................199円

国産若鶏もも唐揚げ用
（100g当り）.....................108円

〈ロシア産他〉縞ほっけ開き
（1枚）...............................450円

〈鹿児島県産他〉新じゃが芋
（1袋）............................199円

〈ロシア産他〉紅鮭切身
（甘口）（3切）............590円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）159円

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）...108円

〈長野県産他〉アスパラガス
（1束）............................199円

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

サイボク豚 小間切れ肉
（100g当り）...................159円

【デリカ味彩】おつまみ肉餃子
（10個・1パック）.............280円

【デリカ味彩】からふとししゃも
フライ（10本・1パック）...299円

マルちゃん 冷し生ラーメン（しょうゆ/
ごまだれ/110ｇ×3・各１袋）......148円

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/リンゴ
340g・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

写真はイメージです

写真はイメージです

〈熊本県産〉肥後浪漫すいか
（1/8カット）......................499円

〈岩手県産〉南部どりもも肉
（100g当り）.....................169円

〈長崎県産他〉真あじ開き
（3枚）...............................580円

〈カリフォルニア産〉ミネオラ
オレンジ（大玉1個）........99円

〈韓国産他〉さわら西京漬け
（2切）............................590円

〈岩手県産〉南部どりむね肉
（100g当り）........................99円

近藤乳業 まじめな果実100
（オレンジ/アップル/1ℓ・各1本）108円

〈和歌山県産〉セミノール
（6個入・1袋）................499円

旬の刺身盛合せ３点盛
（1パック）......................690円

国産若鶏むね肉
（100g当り）........................49円

【デリカ味彩】チキンカツ
（2枚）............................280円

【デリカ味彩】むかしの
コロッケ（4個・1パック）199円

タカノ おかめツインパック豆腐
（絹/木綿/200g×2・1パック）79円

マルちゃん 赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば（101g）
（各1個）...........................108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

先着100点限り

先着合計50点限り

竹の子おこわ
（1人前）...........................500円

デンマークチーズスフレ
（1個）...............................195円

黒豚ロースかつ
（1枚）...............................702円

和幸 アンデルセン

トアルコトラジャ各種
20％増量セール

キーコーヒー田吾作

今週の
※飯能店のみの販売となります

※飯能店のみの販売となります ※日高店のみの販売となります

※日高店のみの販売となります※日高店のみの販売となります

こどもの日 特別販売会予告

【銀座コージーコーナー】
プチガトー
ディズニーコレクション
（9個入・1箱）...........2,268円

【パステル】
こいのぼりプリン
（1個）..............................454円

【文明堂】
こどもの日カステラ
（特1号・1点）...........1,728円

5/6
土

1階正面入口 特設会場
1回目  午前11時～11時30分
2回目  午後 2 時～ 2 時30分
3回目  午後 4 時～ 4 時30分

じゃんけん大会に
ご参加いただいた方に
リボンちゃんグッズ
プレゼント！！

じゃんけん大会に
ご参加いただいた方に
リボンちゃんグッズ
プレゼント！！

5月７日（日）まで好評開催中

ミキハウスのＴシャツで
この夏を

ハッピーにすごそう！
期間中ミキハウスにて21,600円以
上をお買上げのお客様に「クーラー
バック」を差しあげます。（プレゼン
トは数に限りがございます。）

※写真はイメージです 日
高
店
か
ら
の
お
知
ら
せ

飯
能
店
か
ら
の
お
知
ら
せ

5/3（水・祝）～5（金・祝）

3割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

※一部商品を除く

飯能店＝5階子供服
日高店＝2階子供服

リボンちゃんとリボンちゃんと
じゃん

けん大会!!じゃん
けん大会!!

先着合わせて100点限り

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 ※数に限りがございます。

食料品 まるひろ2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・祝 火4/29 5/2

4 

30
日
限
り
の
お
買
得

4/30日 4/30日

5/1月 5/1月

5/2火 5/2火

夕市夕市午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。5

1
月
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。5

2
火
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。


