
※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。

3割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

サイボク豚小間切れ肉
（220g・1パック）

国産若鶏もも 唐揚げ用肉
（370g・1パック）

明治 北海道十勝６Ｐチーズ
（100ｇ・1個）

【デリカ味彩】からふとししゃも
フライ（5個・1パック）

【デリカ味彩】チキンカツ（1枚）

【デリカ味彩】むかしのコロッケ
（3個・1パック）

ネスカフェ ゴールドブレンド
スティックコーヒー（10パック）
コク深ラテミルク（9パック）
コク深ラテダーク（9パック）
森永 ウイダーinゼリー
カロリーゼロ（180g）
エネルギー（180g）
マルチビタミン（180g）
丸広生活応援 六条麦茶（30パック）

明治 スライスチーズ（7枚）・
とろけるスライスチーズ（7枚）　
（各1パック）

明治 コーンソフト （300ｇ・1箱）

野菜 精肉 よりどり
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

野菜 精肉 よりどり

よりどり
2個 300円
よりどり
2個 300円

組み合わせ自由

よりどり
2個 300円

組み合わせ自由

鮮魚 干物祭り鮮魚 干物祭り鮮魚 干物祭り
よりどり
 1,080円
よりどり
 1,080円
よりどり
 1,080円

野菜 よりどりよりどりよりどり 精肉 よりどり

〈佐賀県産他〉玉ねぎ（1個） 〈千葉県産他〉にんじん（1本）

〈静岡県産他〉じゃが芋（1個） 〈熊本県産〉長なす（1本）

サイボク豚もも切り落し肉
（200g・1パック）

〈岩手県産〉南部どりもも
唐揚げ用肉（180g・1パック）

よ
り
ど
り
市

よ
り
ど
り
市

よ
り
ど
り
市

よ
り
ど
り
市

1個 159円

100円100円100円2点

3枚

880円880円880円
縞ほっけ開き・赤魚開き・
金目鯛開き・さば開き・
真あじ開き他

明治 きのこの山（74ｇ）・
たけのこの里（70ｇ）
三幸製菓
チーズアーモンド（16枚）・
チーズアーモンド10種の
スパイスカレー味（15枚）
パスコ
十勝バタースティック（６本）・
十勝レーズンスティック（６本）

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

〈高知県産他〉新生姜
（100g当り）............................99円

〈山形県産〉佐藤錦
（1パック）..........................599円

〈鹿児島県産他〉うなぎ長焼き
（1尾）........................1,690円

【デリカ味彩】ふっくら真あじ
の大葉フライ
（8個・1パック）...................280円

〈愛知県産他〉トマト（1個） 〈埼玉県産〉小松菜（1袋） 味付3連もずく（1パック）
〈岩手県産〉南部どり手羽先

（解凍/100g当り）
【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り）

6／24土オープニングプライス　 99円均一6／24土オープニングプライス　 99円均一

6／24●限りのお買得6／24土限りのお買得

数量
限定

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着100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

愛たまご 深谷育ちのたまご２個
増量（10個+2個・1パック）199円

国産牛（交雑種）

お1人様計3点、先着合わせて200点限り

先着100点限り 先着合わせて100点限り

先着200点限り先着40点限り

〈埼玉県産〉きゅうり（2本）
〈群馬県赤城高原産〉
産地直送高原レタス（1個）

〈熊本県産他〉活あさり
（100g当り）

〈岩手県産〉南部どりささみ肉
（解凍/100g当り）

【デリカ味彩】骨なし
フライドチキン（1本）

富岡 国産濃い寄せ豆腐
（200g・1パック）

明治 北海道十勝
まろやかヨーグルト（78g×4・1パック）

ミツカン おむすび山
（鮭わかめ/梅かつお/31g・各1袋）

S&B とろけるカレー
（甘口/中辛/辛口/180g・各1箱）

お1人様2点
先着300点限り

お1人様1点
先着300点限り

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4本
先着1000本限り

2パック
組合せ自由

24（
土
）〜
27（
火
）

各日お1人様4個、先着200個限り 各日お1人様4本、先着200本限り

各日お1人様4個、先着200個限り 各日お1人様4本、先着200本限り

6/24□土限り
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」6月24日（土）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」

2017

※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。

6/24  ㊏
6/24 27

土 火



※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

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2点
先着50点限り

お1人様2点
先着50点限り

お1人様5点
先着300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5点
先着200点限り

お1人様1点
先着150点限り

〈埼玉県川越市産〉産地直送
えだまめ（1袋）...........299円

（国内産）黒毛和牛 〈アルゼンチン産〉赤えび
（刺身用/解凍/8尾）........550円 〈茨城県産〉青肉メロン

（1個）............................599円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）159円

〈千葉県産他〉真いわし
（1パック）......................300円

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

ピックルス ぬか胡瓜
（2本・1パック）...............199円　

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

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
キウイフルーツ（1個）....99円

〈マルタ産他〉本まぐろ切落し
（養殖/解凍/1パック）...990円

国産牛豚合挽肉
（100g当り）...................179円

【デリカ味彩】おつまみ肉
餃子（10個・1パック）...280円

アサヒコ 昔あげ
（2枚・1袋）..........................79円

にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10袋・1パック）.....279円

〈ニュージーランド産〉ゴールド
キウイフルーツ（4個）599円

【デリカ味彩】ムラサキイカの
まるごと唐揚げ
（100g当り）......................199円

刺身盛合せ６点盛
（1パック）.................2,500円

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）.............179円

にんべん つゆの素・白だし
（1000㎖・各1本）.............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写真はイメージです

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

国産豚ロース生姜焼き用肉
（100g当り）.....................169円

〈ロシア産他〉紅鮭切身
（中辛口）（3切）..........690円

〈宮崎県産他〉とうもろこし
（1本）............................159円

〈宮城県産他〉きざみめかぶ
（100g当り）........................99円

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

【デリカ味彩】具たっぷり中華
春巻（4本・1パック）.....280円

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）.......159円

〈モロッコ産他〉真だこぶつ
切り（1パック）.............398円

ピックルス ご飯がススム
キムチ（200g・1パック）179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）..............................99円

【デリカ味彩】タルタル風味の
一口まぐろカツ
（10個・1パック）................299円

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

〈鳥取県産他〉すいか
（1/8カット）......................499円

〈岩手県産〉南部どりむね肉
（100g当り）.....................139円

〈インド洋産他〉めかじき切身
（解凍/3切）.....................590円

〈鹿児島県産他〉国産
かぼちゃ（100g当り）.....49円

〈長崎県産他〉真あじ開き
（2枚）............................499円

安国屋 あぶらあげ
（2枚・１袋）.........................79円

カップ印 白砂糖
（1㎏・1袋）..........................99円

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

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

サイボク豚バラうす切り肉
（100g当り）...................199円

【デリカ味彩】焼き餃子
（各種）（10個・1パック）550円

【デリカ味彩】北欧産さばの
竜田揚げ（100g当り）..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

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

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50点限り

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

あかつき弁当
（1折）............................775円

ダークチェリー
（1個）.............................260円

狭山茶プリン
（1個）.............................324円

和幸
アンデルセン ロイスピエール

田吾作
今週の

3割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

先着20点限り

先着合わせて50点限り

飯能店より
日高店からのお知らせ

お中元ギフトセンター好評開設中！
◇7月24日（月）まで（最終日は午後4時閉場）

飯能店…2階催場　　日高店…1階特設会場

先着50点限り

サクラ印 
純粋はちみつ
増量品
（700g+150g）・
はちみつ
ブルーべリー
（650ｇ）
（各1本）

.......699円
純粋はちみつ増量品
先着50点限り

「本格中華をお手軽に！」をコンセプトに
ラーメンをはじめ、チャーハンや中華丼

とのセットなど多彩なメニューをご用意しお待ちしております。

　　６月２８日（水）「北京飯店」
１階＝フードコートにOPEN!
　　６月２８日（水）「北京飯店」
１階＝フードコートにOPEN!
予告

播州 揖保の糸
素麺（300g）・
冷麦（400g）・
讃岐物産 
プレミアム小豆島
手延素麺（300g）
（各1袋）

...........279円
（よりどり2袋）

...........499円

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 火6/24 6/27

25
日
限
り
の
お
買
得

26月 26月

25日 25日

27火 27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。

26
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。

27
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。


