
※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

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

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）...159円

（国内産）若鶏もも肉
（100g当り）......................96円

（国内産）豚挽肉
（100g当り）......................96円

【東信水産】〈インドネシア産他〉
天然ホワイト海老
（18尾）........................798円

〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（1袋）................99円

（国内産）豚もも切落し肉
（100g当り）......................96円

【東信寿司】本まぐろ入り
握り寿司セット
（8貫・1折）..........1,080円

ミツカン 穀物酢
（500㎖・1本）...................99円

【デリカ味彩】いわし磯辺
フライ（6個・1パック）280円

日本ビーンズ 国産大豆の
濃い豆腐
（200g×2・1パック）..........99円

【田吾作】牛肉とごぼうの
おこわ（200g）........300円

【ボヌール】チキンロール
（野菜）（2本）.........540円

夕
市

朝
市

〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）....................................................99円

サイボク豚肉
切り落し肉各種

メグミルク ナチュレ恵
（プレーン/脂肪0/400g・各1個）......129円

【デリカ味彩】若鶏の立田揚げ
（100g当り）......................................199円

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

笛木醤油 金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）...................................599円

ヤマザキ 薄皮つぶあんぱん・
クリームパン（5個入・各1袋）129円

【塩干】〈ロシア産他〉生食用たらこ
（大）（1パック）..............................499円

いいちこ25°パック
（1800㎖・1本）..........................1,578円

森永製菓 小麦胚芽のクラッカー
（56枚入・1袋）.................................239円

【東信寿司】手巻き寿司セット
（3本入）..........................................500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
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パスコ 超熟
（6枚切/8枚切/各1袋）139円

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭
（甘塩）（3切）............580円

店頭表示価格（税抜）よりレジにて2割引
お1人様4点
先着400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120点限り

お1人様2点
先着100点限り

先着60㎏限り

先着60㎏限り

先着60㎏限り

お1人様2限り

先着合わせて50点限り

先着合わせて50点限り

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1ℓ・各1本）

299円

ネスカフェ ゴールドブレンドスティックコーヒー（10本入）・
濃厚ミルクラテ（9本入）・濃厚カプチーノ（9本入）
味の素 クックドゥ 麻婆豆腐・麻婆茄子・酢豚他（各1箱）
紀文 マリーン（4本×3）・竹笛（4本入）
明治 スライスチーズ・とろけるスライス（各7枚入）
亀田製菓 香ばし玄米せん（14枚入）・うす焼クリスプうましお
味（45g入）・まがりせんべいうまみ醤油（10枚入）

〈青森県産〉
よっちゃんりんご
（1袋）........799円

【東信水産】
〈北海道産他〉生秋鮭
切身（2切）.....580円

お1人様6本
（1ケース）限り

プリマハム 香薫あらびきウインナー（90ｇ×2・1束）
プリマハム 新鮮！使い切りロースハム3連（120g・1束）
プリマハム 新鮮！使い切りハーフベーコン3連（111g・1束）
プリマハム ベーコンブロック（160g・1パック）
プリマハム 直火焼きデミグラスハンバーグ（3個入・1パック）

百貨店でプレミアムな週末を。
まるひろは月末「金・土・日」もプレミアムフライデー

◆11/24（金）～26（日）

よりどり2個300円均一よりどり2個300円均一1個 159円よりどり3点 100円均一よりどり3点 100円均一 よりどり3個880円均一よりどり3個880円均一
北京飯店
厳選惣菜3点

1,080円均一
北京飯店
厳選惣菜3点

1,080円均一1個 299円

〈北海道産〉男爵芋
〈北海道産〉玉ねぎ
〈北海道産他〉にんじん
〈北海道産〉メークイン
〈北海道産〉北あかり

食料品よりどり市 11/22（水）～26（日）

22●限りのお買得22水限りのお買得

【東信寿司】
本まぐろ入り
鉄火丼 
（1折）..........980円

【ひびき】やきとり
限定詰合せ
（7本入）.............1,145円

今月のオススメフルーツ

今月のオススメ鮮魚

写真はイメージです

重慶飯店 肉まん
（3個入）...........................619円

重慶飯店 焼売
（6個入）.........................619円

横浜重慶飯店 横浜重慶飯店 

11/22（水）試食販売会開催

写真はイメージです

各日お1人様6点、先着600点限り
各日お1人様6点、先着600点限り

各日お1人様6点、先着600点限り
各日お1人様6点、先着600点限り
各日お1人様6点、先着600点限り

写真はイメージです

◆11/22㈬～26㈰　◆地階＝食料品

※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。

11/22 26
水 日
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水

22
水
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生活応援 プライス 食料品日替り特価市 ◆地階＝食料品



◆地階＝食料品生活応援 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。

東松山店

まるひろオリジナルおせち
早期ご予約割引
11/30㈭
までのご予約で5%OFF

〈福岡県産〉富有柿
（1個）..............................................................99円

【塩干】〈ノルウェー産〉甲印 塩さば
一夜干（1パック）.................................499円

豚肉しゃぶしゃぶ用
肉各種

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）.........................................179円

東京カリント 蜂蜜かりんとう
（黒蜂/白蜂/130g・各1袋）......................199円

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

紅葉堂 切出しカステラ
（3枚入・1袋）............................................199円

写真はイメージです写真はイメージです

【東信水産】〈カナダ産他〉味付け
数の子（1パック）.................................698円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）....................................................79円

ミツカン 味ぽん
（600㎖・1本）............................................299円

（国内産）黒毛和牛 【デリカ味彩】フライ・コロッケ各種
（各1個）.........................................................99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

【塩干】〈ロシア・アメリカ産他〉山尾
しまほっけ開き（1パック）.............648円

〈山形県産〉ラ・フランス
（2個入・1パック）.......................................399円

（国内産）豚
切り落し肉各種

写真はイメージです写真はイメージです

【東信水産】〈日本・太平洋産他〉本まぐろ
食べ比べセット（1パック）.........1,500円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）....................................................39円

牛肉・豚肉
しゃぶしゃぶ用各種 堀商店 新潟県岩船産コシヒカリ

（5㎏・1袋）........................................1,980円
【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（6枚・1パック）..........................................450円

にんべん フレッシュパックソフト
（4.5g×8袋・1パック）................................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

【東信寿司】本まぐろ入り握り寿司
セット（12貫・1折）.........................1,500円

〈愛媛県川上産〉糖度センサー選別
ノーワックスみかん（1袋）.......499円

〈岩手県産〉南部どり
もも肉・むね肉 ＪＡ全農たまご 実りの赤たまご

（10個・1パック）........................................199円

お1人様2点
先着200点限り

お1人様5点
先着300点限り

〈熊本県産他〉ミニトマト
（100g当り）.....................................................99円

【東信水産】〈スペイン産他〉本まぐろ
中トロ柵（100g当り）..................1,500円

国産牛（交雑種）
切落し肉各種 うさぎもち 切り餅一切れパック

（1㎏・1袋）................................................499円
【デリカ味彩】さばの味噌煮（骨なし）
（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

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着100点限り

各日お1人様2点
先着200点限り

各日お1人様2点
先着100点限り

店頭表示価格（税抜）よりレジにて 2割引

店頭表示価格（税抜）よりレジにて 2割引

店頭表示価格（税抜）よりレジにて 2割引

店頭表示価格（税抜）よりレジにて 2割引

店頭表示価格（税抜）よりレジにて 2割引

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 2割引

全
品

お1人様2点限り

ご予約承ります
クリスマスケーキ おせち

◆承り場所：地階
　　　　　 ＝ギフトカウンター
◆承り期間：12月22日㈮まで
◆お渡し：12月31日㈰ 午前11時～午後5時

◆承り場所：1階＝銘店
◆承り期間：12月14日（木）まで
◆お渡し：12月23日（土・祝）・
　　　　 24日（日）

【銀座
コージーコーナー】
6つのクリスマス
アソート
（直径約15㎝）

............2,801円

Kobaton

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

彩の国から冬の贈り物 2017まるひろのお歳暮

お歳暮ギフトセンター好評開設中！

お買上げ特典 ◆11月30日（木）まで
期間中、お歳暮ギフトセンターにて10,800円以上
お買上げの、まるひろ友の会・Mクラブカード・
スターカード（リーダース・チェリー）各会員様、合計先着
5,000名様（お歳暮ギフトセンター開催店舗配布合計）
に「まるひろオリジナルひざ掛け」
をプレゼントいたします。

◆12月18日（月）まで〈最終日は午後4時閉場〉
◆4階催場

乗り換えキャンペーン 
◆12月18日（月）まで
期間中、2017年の他社ギフト申込書をご持
参の上、新規にお歳暮ギフトセンターにて
10,800円以上お買上げでご配送のお客様
に「1,000円のお買物券」をプレゼントいた
します。※一部除外品がございます。詳しくは売場係員にお尋ねください。

24(金)は、「東信水産」
「東信寿司」に限り

2ポイントまるひろ
Mクラブカード

【銀座新之助 貝新×まるひろ】
まるひろオリジナル
山中塗重箱入 
和風二段重
（30品目 約3人前/
19.5×19.5×5㎝×2段）

....19,440円 限定150点

23　　限りのお買得23木木限りのお買得

24　限りのお買得24金限りのお買得

25土・26日限りのお買得25土・26日限りのお買得

※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 水 日11/2611/22


