
※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。

先着2㎏限り

先着200点限り 先着計100点限り

お1人様計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

〈静岡県産他〉レタス
（1個）...................................199円

〈愛媛県産〉伊予柑
（1個）.........................................99円

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（甘塩）
（養殖/1切）....................128円

【東信寿司】寿司セット
（10貫・1折）......................680円

【麻布あさひ】野菜つくね串
（1本）...................................141円

【京樽】穴子鮨
（1パック）.........................432円

【サイボクハム】ゴールデン
ポーク 韓国風味付け焼肉
（100ｇ当り）.....................260円

【ＦＬＯ】オリーブ各種

【たごさく】五目おこわ
（1人前・200ｇ）.................378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時からのお買得品夕市夕市

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200点限り

※銘柄豚を除く

〈埼玉県産〉長ねぎ
（1袋）....................................................159円

〈埼玉県産〉川越芋で作った
干し芋（120g・1袋）.......................499円

【せんや】（国内産）黒毛和牛 モモ
サイコロステーキ用
（100g当り）..........................................850円

【デリカ味彩】ムラサキいかの
まるごと唐揚げ（100g当り）199円

【東信水産】〈静岡県産他〉釡揚げ
しらす（約130ｇ・1パック）...........580円

【塩干コーナー】〈アメリカ・ロシア産〉
かねふく 無着色明太子
（120ｇ・1パック）..............................499円

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

フジパン 本仕込食パン
（6枚/8枚/各１袋）.............................129円

ＪＡ全農 実りの赤たまご
（10個入・1パック）..........................179円

紀文 紀文の季節
（12種・21品・1パック）.........................559円

黄桜 呑パック
（2ℓ・1本）.............................................880円

サクラ印 純粋ハチミツ（700g）・
はちみつブルーベリー（650g）
（各1本）...............................................699円

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

【せんや】（国内産）豚 ロース肉全品
（100g当り）..........................................199円

【塩干コーナー】〈ロシア産〉
王子沖獲り時鮭切身真空
（2切）...............................449円

【デリカ味彩】
からふとししゃもフライ
（10尾・1パック）................299円

【せんや】（国内産）牛肉 
小間切れ（100ｇ当り）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

食
料
品
お
買
得

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・各1個）

.........148円

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

森永製菓
マリー（21枚）・
チョイス（14枚）・
ムーンライト（14枚）
（各1箱）........169円
よりどり2箱 ...300円

ミツカン
純米酢
金封
（500㎖・1本）

.................299円

日新製菓 
サラダ
ふくべ煎（9枚）・
醤油
ふくべ煎（9枚）・
ねぎみそ煎（8枚）
（各1袋）.......169円　　よりどり2袋...300円

マンジョウ
芳醇本みりん
増量
（1100㎖・1本）

.............299円

笛木 金笛
春夏秋冬の
だしの素
（1000㎖・1本）

................599円

フジパン 
ネオバターロール・
ネオレーズン
バターロール・
ネオ黒糖ロール
（6個入・各１袋）

.................139円

ロックフォール
ミックスチーズ
（300ｇ入・1袋）

..............499円 冷凍食品

霧島酒造
黒霧島25°
（1.8ℓ・1本）

.........1,498円

笛木 金笛
胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）

....................599円

食
料
品
お
買
得

食
料
品
お
買
得
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25
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〜
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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

4割引店頭表示価格（税抜）よりレジにて
※一部商品を除く

写真はイメージです写真はイメージです

【和幸】
特ロースかつ
（1枚）....475円

特ロースかつ
弁当
（1折）....702円

各日お1人様2点限り

各日お1人様2限り

◆
地
階
＝
食
料
品

5%OFF
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

25●限りのお買得25●限りのお買得25土限りのお買得2  25土限り

2  25土限り

※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。

2/25 28
土 火

2017

2/25  ㊏ 〒358-0003 入間市豊岡1-6-12 04（2963）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時30分
ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp入間店

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。

入　間　店
☎04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

ホワイトデー特集ホワイトデー特集

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

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

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

【塩干コーナー】〈長崎県産〉
小木曽商店 真あじ開き
（3枚）....................................549円

【デリカ味彩】駿河湾産桜海老
入りクリーミィコロッケ
（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写真はイメージです

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

【サイボクハム】ゴールデン
ポーク シャブシャブセット
（320ｇ）.........................1,080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

ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・1本）........................399円

先着200点限り

試食販売実施

【たごさく】赤飯
（1人前・200ｇ）........378円

【サイボクハム】ゴールデン
ポーク ロース味噌焼肉用
（100g当り）.............422円

【東信水産】
〈北海道産〉柳たこ
（100g当り）............298円

【せんや】（国内産）若鶏
ムネ肉（100ｇ当り）..58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

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夕市夕市

【麻布あさひ】皮串
（1本）.....................108円

【東信寿司】寿司セット
（10貫・1折）...........780円

写真はイメージです 写真はイメージです

〈高知県産〉なす
（3本・１袋）............179円

〈熊本県産〉グミニィミニトマト
（約200g・1パック）...............250円

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろぶつ切（1パック）598円

〈静岡県産〉新玉ねぎ
（1ネット）................259円

〈長崎県産〉新じゃが芋
（大袋・1袋）..........................299円

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろ切落し
（約150ｇ・1パック）...............499円

【せんや】（国内産）黒毛和牛
モモうす切り
（100g当り）..........................850円

※数に限りがございます。

※数に限りがございます。

【東信水産】
お刺身盛合せ
（3点盛・1パック）1,080円

日清 カップヌードル
（しょうゆ・77g/シーフード・75g/カレー・87g/

各1個）......................................129円

【せんや】（国内産）牛肉
ふぞろいステーキ切り
落し（100ｇ当り）...880円

【せんや】（国内産）豚肉
平牧三元もち豚小間切れ
（100ｇ当り）...........................178円

【デリカ味彩】
いわし磯辺フライ
（6個・1パック）.......280円

【京樽】のり巻
（1本）.....................486円

明治 おいしい牛乳
（1000㎖・1本）......................219円

写真はイメージです写真はイメージです

午後4時からのお買得品

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。

午後4時からのお買得品

夕市夕市

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

WDミニ缶ゴーフレット
（6枚入・1個）.......................410円

桜チョコレート リボン
（90g）..................................378円

さくら&白桃ゼリー
（1個）.................................270円

バウムクーヘン トゥルム
（1本）.........................1,080円

桜花抄
（6個入）.....................1,296円

【デリカ味彩】北欧産さばの
竜田揚げ（100ｇ当り）....199円

【和幸】
特ロースかつ
（1枚）475円

特ロースかつ
弁当
（1折）702円

先着2㎏限り

【デリカ味彩】彩しんじょの
かに風味あんかけ
（5個・1パック）........280円

【東信水産】〈アメリカ・
ロシア産〉たらこ（切子・
甘塩）（140ｇ入）..499円

【せんや】〈豪州産牛肉・
国産豚肉〉牛豚合挽肉
（100ｇ当り）............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

朝市朝市
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

夕市夕市

【京樽】茶きん鮨
（2個入）..................346円

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

【東信水産】〈福岡県産他〉
サワラ切身（2切）.......780円

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

※数に限りがございます。

マルコメ 京懐石
（650g・1パック）....................299円

【せんや】（国内産）牛肉 モモ
うす切り（100g当り）......680円

【ＦＬＯ】サーモンとシャキ
シャキポテトのマリネ
（100当り）.............345円

タカノフーズ おかめツイン
パック（絹/木綿/200ｇ×2・1パック）・
アサヒコ 昔あげ（2枚・1袋）
（各1個）.....................................79円

写真はイメージです

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。

午後4時からのお買得品

ホワイトデー特集　◆3/14（火）まで　◆地階＝食料品
東京凮月堂 新宿高野新宿高野 ユーハイム 菓匠 清閑院モロゾフ

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5点
先着200点限り

お1人様1点
先着100点限り

●食料品売場 ※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。●食料品売り出し期間 土 火2/25 2/28

26　限りのお買得26日限りのお買得

27　限りのお買得27月限りのお買得

28　限りのお買得28火限りのお買得

26日

26日

28火

28火

27月

27月




