
※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

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）....................................499円

〈鹿児島県産他〉生本まぐろ中とろ
（100ｇ当り）..........................1,390円

【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ
（100ｇ当り）..................................199円

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

産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・1袋）

1,880円サイボク ポークウインナー
（1パック）.....................................399円

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈宮崎県産他〉きゅうり（2本）

〈青森県産〉にんにく（1個）

〈長野県産〉ぶなしめじ（1袋）
〈岩手県産〉南部どり手羽元

（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） にぎり棒天各種

（いか/ごぼう/えび/えだ豆/各1枚）

〈チリ産〉銀鮭切身（養殖/1切）

相模屋 焼いておいしい絹厚揚げ
（2枚・1袋）

明治 十勝まろやかヨーグルト
（78g×4・1パック）

S&B とろけるカレー
（甘口/中辛/辛口/180g・1箱）

カップ印 白砂糖（1000g・1袋）

2／25土限りのお買い得2／25土限りのお買い得

数量
限定

25㈯・26㈰限り

各日先着100点限り

先着各50点限り

先着300点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着200点限り

先着200点限り

お1人様1点
先着100点限り

お1人様1点
先着300点限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様4本
先着1200本限り

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100点限り

〈メキシコ産〉アボカド（1個） 〈茨城県産〉れんこん（100g当り） 【デリカ味彩】肉団子（100g当り）
【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り） 一正 さつま揚（6枚・1袋）

丸広 一等小麦粉100％使用
パン粉（230g・1袋）

●ロッテ カスタードケーキ パーティーパック（9個・1袋）
●ロッテ チョコパイ パーティパック（9個・1袋）
●不二家
　カントリーマアム
　バニラ＆ココア
　 （20枚・1袋）

●山印醸造 昔ながらの天然醸造無添加（750g・1個）
●ヤマサ 有機丸大豆の吟選しょうゆ（1000㎖・1本）
●ミツカン 純米料理酒
　（1000㎖・1本）
●ミツカン 
　純米酢金封
　（500㎖・1本）

●フジパン スナックサンド
　ツナ＆マヨ
●フジパン スナックサンド
　ピーナツ
●フジパン スナックサンド
　タマゴ

●明治 コーンソフト（300g）
●明治 北海道十勝
　6Pチーズ（100g）
●明治 スライスチーズ（7枚）
●明治 とろける
　スライスチーズ（7枚）

300円
159円

580円550円280円

259円 299円
よりどり2個

●国産牛（交雑種）もも切り落し肉（120g）
●国産牛（交雑種）バラ切り落し肉
　 （120g）
●国産牛（交雑種）肩切り落し肉
　 （120g）

●〈長崎産県他〉真あじ開き（2枚）
●〈アメリカ産他〉紅鮭甘口切身
　 （3切）
●〈ロシア産他〉辛子明太子
　（切子）（240g）

●カレイの唐揚げ（2枚）
●チキンカツ（2枚）
●ささみ明太子フライ（4個）

2／25土オープニングプライス　 99円均一2／25土オープニングプライス　 99円均一
お１人様計3点、先着合わせて200点限り

各1個

各1個

300円
108円

よりどり3個

各1個

各1個

各1パック 各1パック 各1パック

大均一セール 2/25（土）～28（火）

均一 均一

均一均一

均一

均一 均一

2017

2/25  ㊏

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。
2月25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。 

2/25□限り土

2/25 28
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。



※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

ひなまつり特集ひなまつり特集

ひなまつり弁当ご予約承ります

〈埼玉県産〉ほうれん草
（1束）........................................159円

〈千葉県産〉さつま芋（紅東）
（1袋）........................................159円

（国内産）黒毛和牛 肩ロース
すき焼き用肉（100g当り）...980円

（国内産）黒毛和牛 肩ロース
切り落し肉（100g当り）.......880円

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

明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン/そのままおいしい脂肪０/

450g・1個）................................139円

〈神奈川県産〉大根
（1本）........................................159円

〈熊本県産〉グミニィミニトマト
（約300g・1パック）....................299円

〈長野県産〉市田柿
（1袋）........................................499円

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

〈アイスランド産他〉赤魚粕漬け
（2枚）........................................499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

紀文 焼ちくわ
（2本・１袋）...............................179円

タカノ 絹美人
（150ｇ×3・1パック）........................99円

マルちゃん  赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば（101g）・
おそば屋さんの鴨だしそば（98g）
（各1個）....................................108円

はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）.........................199円

〈茨城県産他〉釡揚げしらす干し
（100g当り）.............................219円

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）.....129円

〈静岡県産〉新玉ねぎ
（約1㎏・1ネット）.......................199円

はごろも ポポロスパ ７分結束
（700g・1袋）..........................199円

〈太平洋産他〉めばちまぐろ
切り落し（1パック）..............550円

〈群馬県産〉やまと豚ロース
しゃぶしゃぶ用肉（100g当り）259円

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）......................................159円

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

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（1個）........................................150円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）.......179円

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

【デリカ味彩】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）.........280円

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

ママ ひなあられ
（50g）..........................108円

【本高砂屋】桜餅
（1個）...........................................................173円 【龜屋】桜餅（こしあん）

（1個）...........................................................195円

飛騨あられ ひし餅
（150g）..........................324円

でん六 黒豆甘納豆
（120g）..........................198円

海鮮ばらちらし
（1折）............................................850円

【デリカ味彩】えびちらし寿司（大）
（1パック）......................................480円

タカノ 極小粒カップ３
（30ｇ×3・1パック）..........................79円

にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10・1パック）.....................299円

〈フィリピン産〉ゴールデンパイン
（1パック）..................................399円

握り寿司（本まぐろ・うに・いくら入り）
（10貫・1折）.......................1,290円

マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん ３人前
（180ｇ×3・1袋）..............................99円

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

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5点
先着200点限り

お1人様2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100点限り

お1人様1点
先着200点限り

お1人様2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1点
先着100点限り

お1人様2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

お1人様6本
（1ケース）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

飯能店より 日高店より
3/1㈬～3㈮の販売

◆1階特設コーナー
【なだ万厨房】
ひなまつり弁当
「ぼんぼり」
（約9.4×18×高さ10.5㎝/
 2段・1折）

　     ...2,268円
【なだ万厨房】「鼓」
（約14.5×20×高さ5.4㎝/1段・1折）

.............................1,728円

アーデン 
ちらし寿司
の素
（235g）

.....512円
京都玄琢の料亭「雲月」の技法に
習い、吟味した素材を使用し、調理
しました。

◆ご予約承り期間：3月2日（木）まで
◆お渡し日：3月3日（金）午前11時より
※献立内容が一部変更になる場合がございます。
※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。
※数に限りがございます。
　品切れの際はご容赦ください。

※飯能店のみの販売となります

試食販売実施

予告

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。

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2/25 2/28
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27月

28火


