
※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。

日替り

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウイフルーツ
（4個）......................599円

アマタケ 南部どりサラダチキン
各種（ハーブ/たまり醤油/プレーン他）
（各1パック）

249円
よりどり2パック

480円
【魚力】〈熊本県産〉
あさり（100g当り）...89円

【塩干】〈静岡県産〉うなぎ
長焼き（1尾）1,680円

明治 おいしい牛乳
（1000㎖・1本）........219円

マルコメ 京懐石
（650g・1パック）......299円

東海漬物 こくうまキムチ
（320g・1パック）......199円

月桂冠 月パック
（2ℓ・1本）................880円

冷凍食品

国産豚 ロースうす切り肉
（100g当り）..............................189円

【魚力】〈ノルウェー産〉塩サバ
（2枚）.......................................350円

〈群馬県赤城高原産〉産地直送
高原レタス（1個）.............129円

小岩井 生乳100%ヨーグルト・
生乳ヨーグルトクリーミー脂肪０
（400g・各1個）.........................189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

〈熊本県産他〉赤肉メロン
（1個）.......................................599円

国産牛（交雑種）霜降り焼肉用
（100g当り）..............................648円

堀商店 魚沼産こしいぶき
（5㎏・１袋）......................1,680円

〈群馬県赤城高原産〉産地直送
ほうれん草（1袋）.............159円

マルちゃん 焼そば（150ｇ×3・１袋）・
冷し生ラーメン（しょうゆ/ごまだれ/
110ｇ×3・各１袋） （各1個）.........139円

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

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（1個）.....................159円

【魚力】〈鹿児島県産〉国産うなぎ
長焼（養殖/1尾）..........1,790円

朝日 
えごま油・
アマニ油
（170ｇ・各1本）

......699円

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
キウイフルーツ（グリーン）（1個）99円

【デリカ味彩】〈北欧産〉さばの
竜田揚げ（100g当り）.........199円

ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・1本）...........................418円

（国内産）黒毛和牛 特上切り落し
（解凍を含む/100g当り）.........880円

【デリカ味彩】南部鷄の唐揚げ
（100g当り）...............................199円
アサヒ 
スーパー
ドライ・
キリン 
一番搾り
（350㎖×6缶・
各1パック）

1,098円

〈千葉県産他〉にんじん
（1袋）.......................................159円

おかめ
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）

.............79円

はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）.........................249円

〈熊本県産〉甘夏
（Sサイズ6個入・1袋）..............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本・各1パック）........378円

えひめ飲料 ポンジュース
（1000㎖・1本）........................199円

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

【魚力】〈アメリカ産〉紅鮭
（甘口）（3切）.....................490円

【塩干】〈三陸産他〉高木屋 
塩蔵わかめ（200g・1袋）799円

〈岩手県産〉南部どり もも肉
唐揚げ用（100g当り）......179円

ハーゲンダッツアイス 〈群馬県産〉やまと豚

国産若鶏もも肉
（100g当り）

お1人様2点限り

27土限りのお買得

29月限りのお買得

26金限りのお買得

25木限り 25木限り オープニングスペシャル

28日限りのお買得

30火限りのお買得

2割引店頭表示価格（税抜）より
レジにて

店頭表示価格（税抜）より
レジにて

店頭表示価格（税抜）より
レジにて

全
品5割引 3割引

【デリカ味彩】
肉団子（100g当り）

ＪＡ全農たまご 朱のしずく 
赤玉小玉ミックス
（10個・1パック）

カップ印 白砂糖
（1㎏・1袋）

ハウス フルーチェ（イチゴ/ピーチ/
200ｇ・各1個）

大塚 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180ｇ・各1箱）
安国屋 北海道寄せ豆腐（250ｇ・1パック）
森永 コクと香りの杏仁豆腐・
マンゴプリン（65ｇ×3・各1パック）

※銘柄豚を除く

（国内産）
特選黒毛和

牛 3割引
店頭表示価

格（税抜）よ
りレジにて

全
品

〈群馬県産
〉氷室豚 3割引

店頭表示価
格（税抜）よ

りレジにて

全
品

※一部商品を除く

お1人様2点限り

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

毎月29日は肉の日毎月29日は肉の日毎月29日は肉の日

〈埼玉県産〉きゅうり（3本）

〈佐賀県産〉新玉ねぎ（2個）

〈鹿児島県産他〉新じゃが芋（2個）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈愛知県産他〉トマト（1個）

〈フィリピン産〉デルモンテバナナ（1袋）
お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点、先着300点限り

お1人様6点、先着300点限り

お1人様6点、先着300点限り

お1人様6本、先着1200本限り
お1人様1点、先着500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100点限り お1人様2点、先着200点限り お1人様5点、先着200点限り お1人様5点、先着300点限り

お1人様1点、先着150点限り

先着150点限り
お1人様1点、先着300点限り

先着合わせて200点限り
お1人様2点、先着200点限り

99円均一セール99円均一セール

三幸製菓 おかき餅
（12枚入・１袋）

ヤマザキ スイートブレッド
（5枚入・1袋）

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200点限り

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

※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。

上尾店 〒362-0036 上尾市宮本町1-1 048（777）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時30分

上尾駅東口

まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp
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生活応援 プライス 食料品日替り特価市



※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。

焼き立て予定時間
①午前11時から　②午後3時から
※各回25本焼き立てをご用意させていた
　だきます。

マロンクリームを巻き
込んだ生地に渋皮栗の
甘露煮を飾って焼き上げました。

「香り」と「旨み」がUPした「プレミアムモルツ」や「超炭酸ハイボール」も楽しめる
今年の夏は丸広百貨店屋上ビアガーデンで、夏を思いっきり楽しみましょう

30種類以上が楽しめる飲み放題メニュー

みんなで楽しめるビュッフェスタイル

生ビール（サントリープレミアムモルツ）、サングリア（赤・白）、
カクテル各種、ビアカクテル各種、果実酒、フレーバー焼酎、
本格焼酎、ワイン（赤・白）、日本酒、ハイボール、ソフトドリンク各種

みんなでワイワイ楽しめる！定番のビュッフェ料理から変わり種まで・・・
ビアガーデンならではの開放感で、お腹も満足させちゃいます！

写真はイメージです

予告

百貨店でプレミアムな週末を。
月末の金曜午後は、軽く飲んだり、
お買物をしたり。自分スタイルで、
ゆったり気分を楽しみませんか。

5/26㈮・27㈯・28㈰
3日間限定企画
◆地階＝食料品

5/26㈮限り和洋酒コーナー和洋酒コーナー 魚力 フロ・プレステージュ
アンデルセン

マロンブレッド
（1本）...562円 （1/2本）...281円

旬の市場寿司
（10貫・1パック）..............................790円

人気3ヶ国
濃厚赤ワイン3本セット
〈フランス〉サン・コム コート・デュ・ローヌ、
〈イタリア〉トルマレスカ ネプリカ・ロッソ、
〈スペイン〉トーレス アルトス・イベリコス・
　　　　　クリアンサ
（750㎖×3本）........................3,500円

プレミアムオードブルセット
（1パック）................................1,080円

岩手　ぴょんぴょん舎 青森　オダカネ 青森　熊谷食品

山形　太盛秋田　刈谷食品 福島　小池菓子舗 宮城　ささ圭

盛岡冷麺（1杯）
........900円

あわまんじゅう
（10個入）........970円

葉ぐるみ漬
（3個入）........648円

三陸生わかめ
（200g）........1,080円

刺身こんぶ
（300g）

....1,080円
しそ巻あんず 
計量売
（240g）........648円

手わざ
笹かまぼこ
「希望」
（1枚）

......216円
厚焼
笹かまぼこ
「吉祥」
（1枚）

.....144円
実演

モンドセレクション金賞を受賞した「パテ ド 
カンパーニュ」をはじめ、人気のサラダやキ
ッシュを詰め合わせたオードブルセットで
す。約2人前のボリュームで、特別な週末の
アペリティフタイムを美味しく彩ります。

◆5月31日（水）～6月5日（月）まで
◆6階催場（最終日は午後4時閉場）

後援／（公社）八戸市物産協会、（公社）弘前市物産協会、
株式会社秋田県物産振興会、岩手県産株式会社、
（公社）山形県観光物産協会、（公社）宮城県物産振興協会、
（公財）福島県観光物産交流協会    ※順不同

後援／（公社）八戸市物産協会、（公社）弘前市物産協会、
株式会社秋田県物産振興会、岩手県産株式会社、
（公社）山形県観光物産協会、（公社）宮城県物産振興協会、
（公財）福島県観光物産交流協会    ※順不同

※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。

◆営業時間　午前10時30分～午後7時（ラストオーダー午後6時30分）
　　　　　　最終日は午後3時まで（ラストオーダー午後2時30分）

各日先着20点限り
各日先着8点限り

各日先着10点限り

〈群馬県産〉なす
（1袋）.................................299円

ピックルス
ぬか胡瓜
（3本・1パック）

...............199円

河村屋
白うり浅漬
（2枚・1袋）

..........279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

サントリー 
果実酒用
ブランデーV.O
35°パック
（1.8ℓ・1本）

.........1,880円

〈高知県産〉みょうが
（1パック）..........................199円

〈高知県産〉新生姜
（100g当り）.......................199円

エバラ 
浅漬けの素
レギュラー・
昆布だし
（500㎖・各1本）

.....199円

オタフク 
らっきょう酢
（500㎖・1本）

.........329円
S&B ぬか漬けの素
クリップ付き（1㎏・1袋）499円

〈カリフォルニア産〉アメリカン
チェリー（1パック）.........399円

〈カリフォルニア産〉ピュアスペクト
オレンジ（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
（1000g・1袋）

439円
日新製糖 
果糖
（700g・１袋）.....................399円

サクラ印 
純粋はちみつ
ポリ
（700g・1本）

..........999円

旬
の
漬
物
&

果
実
酒

旬
の
漬
物
&

果
実
酒
特集

写真はイメージです

写真はイメージですお休み茶屋お休み茶屋

上尾駅東口
上尾市宮本町1-1 048（777）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分
６階レストラン＝午前11時～午後9時30分

5/25木 5/30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。●食料品売場●食料品売り出し期間

生活応援 プライス 日替り特価市


