
※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。

丼まつり
数量
限定

午前10時

～

正午12時市朝

約40g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
釜揚げ桜えび（生食用）
＜静岡産／解凍＞

1枚 ・・・・・・ 680円
縞ほっけ開き
＜アメリカ産 他＞

約80g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円
ちりめんじゃこ（生食用）
＜兵庫産 他＞

100g当り ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480円
釜揚げしらす（生食用）
＜静岡・用宗産＞

1枚 ・・・・・ 398円
真あじ開き
＜長崎産 他＞

1折 ・・・・・ 498円
鉄火丼

1折 ・・・・・ 498円
しらす丼

1折 ・・・・・ 698円
カニちらし丼

干物と小魚特集

築地魚河岸築地魚河岸

干すことによって旨味が増し、独特の食感が生まれる干物。
頭から尾まで食べられる栄養満点の小魚。
普段食べる魚とは一味違う美味しさを是非お試しください。

のお買得

赤魚開き
＜アメリカ産 他＞

金目鯛開き
＜宮城産 他＞

さば開き
＜ノルウェー産 他＞

干しかれい
＜北海道産 他＞

よりどり
2枚

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

まるひろホームページは、こちらから
http://www.maruhiro.co.jp

2018

6店共同企画特別号

◆ 地階=東信水産
◆ 地階 =東信水産
◆ 地階 =東信水産
◆1階 = 東信水産
◆1階 = 東信水産
◆1階 = 東信水産

川 越 店
東松山店
入 間 店
坂 戸 店
日 高 店
南浦和店

●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。 ●生鮮品の写真はすべてイメージの為、入数・容器が異なる場合がございます。

5/18 金



1,080円均一205
日

780円均一195
土

580円均一185
金

※写真は
イメージです。

※写真はイメージです。

まぐろ切落し
＜太平洋産 他／解凍＞

約140g・1パック

※写真はイメージです。

本まぐろ切落し
＜スペイン産 他／解凍＞

1パック

※写真はイメージです。

本まぐろ入
刺身3点盛合せ
1パック

※写真はイメージです。

朝食セット
1パック

※写真はイメージです。

いさき
＜長崎産 他＞

1尾

紅鮭塩すじこ
＜アメリカ産 他＞

100g当り

すずき切身
＜千葉産 他＞

2切
※写真はイメージです。

握り寿司セット
8貫・1折
※写真はイメージです。

5本・1折
手巻き寿司

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

刺身
4点盛合せ
1パック

※写真はイメージです。

本まぐろ中とろ入
握り寿司セット
8貫・1折

※写真はイメージです。

1パック

カルパッチョ
各種

約250g
ほたて貝柱
＜北海道産／解凍＞

※写真はイメージです。

10尾
ホワイトえび
＜インドネシア産 他／解凍＞

※写真はイメージです。

各店限定
50折

日替りお買得品

※写真は
イメージです。 各2枚入・1パック

干物セット
（あじ、さば、かれい）

＜解凍＞

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※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。 ※生鮮品の写真はすべてイメージの為、入数・容器が異なる場合がございます。

営業時間
東松山店

0493(23)1111（代表）
午前10時～午後7時 営業時間

入 間 店
04(2963)1111（代表）

午前10時～午後7時30分 営業時間
川 越 店

049(224)1111(大代表)
午前10時～午後7時

営業
時間坂 戸 店
049(288)0001（代表）
◆1階 午前10時～午後7時30分
◆2・3階 午前10時～午後7時

営業
時間日 高 店
042(984)1111（代表）
◆1階 午前10時～午後7時30分
◆2階 午前10時～午後7時

営業
時間南浦和店
048(865)1111（代表）
◆1階 午前10時～午後9時
◆2・3・4階 午前10時～午後8時 

東松山店 次回店休日のご案内
6月6日(水)

入間店 次回店休日のご案内
6月5日(火)

川越店 次回店休日のご案内
8月29日(水)

坂戸店 次回店休日のご案内
8月21日(火)

日高店 次回店休日のご案内
8月21日(火)

南浦和店 次回店休日のご案内
6月6日(水)



※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。

●飯能店　次回店休日のご案内………………… 6月6日（水） ※日高店は営業しております。ぜひご利用くださいませ。

5/19（土）・20（日）限り

NEW

和歌山産業 ジュレココ（みかん/ピーチ/キウイ/
マンゴー/155g・各1個）

日本ビーンズ 国産大豆の濃い豆腐
（200ｇ×2・1パック）

マルちゃん 北海道産小麦の玉うどん
（180ｇ×3・1袋）

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

【デリカ味彩】骨なしフライド
チキン（1個）...........................99円

干物（ほっけ・金目鯛・さば・赤魚他）
よりどり3枚......................1,080円

〈フィリピン産〉市場の活力
バナナ（1袋）.......................159円

（国内産）黒毛和牛

〈岩手県産〉南部どりささみ肉
（解凍/100g当り）..................99円

握り寿司
（10貫・1折）...............1,080円

【デリカ味彩】ソース焼きそば
（1パック）..........................250円

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

刺身盛合せ少量多点盛り
6点盛（1パック）............999円

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

山印醸造 昔ながらの天然醸造
無添加（750g・1パック）......299円

お1人様2点
先着200点限り

先着30点限り

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・1パック）...1,268円

でん六 小袋甘納豆
（235g・1袋）...........................199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

先着100点限り

各日先着200点限り

〈埼玉県産〉きゅうり（3本）

〈群馬県産〉（産地直送）レタス（1個）

〈北海道産〉雪蔵じゃが芋（3個）

〈ニュージーランド産〉ゴールドキウイフルーツ（1個）

お1人様6本、先着1200本限り

お1人様2点、先着700点限り

お1人様6個、先着900個限り

お1人様5点、先着1000点限り
お1人様計5点、先着合わせて300点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着合わせて200点限り

先着100点限り

99円均一セール99円均一セール
5／19土オープニングスペシャルプライス

ネスレ クレマトップ（20個入・1袋）

ネスカフェ ゴールドブレンドボトルコーヒー
（甘さひかえめ/無糖/カフェインレス/900㎖・各1本）

はごろも サラスパ（160g・1袋）

午後4時から
のお買得

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。

5/19土5/19土

※数に限りがございます。

店頭表示価格（税抜）より
レジにて 3割引

飯能店より
お知らせ

日高店より
お知らせ 期間限定販売◆5/21（月）まで（最終日は午後4時閉場）

◆2階＝特設会場
※ポイントサービスの対象外となります。

【東京都・ 
まぐろ一番本舗】
まぐろサービス丼
（1折）.......594円

【鹿児島県・ 
マルフク
川畑水産】
きびなご
一夜干し
（6串）

1,080円

【鹿児島県・ 
マルフク
川畑水産】
きびなご
一夜干し
（6串）

1,080円

【あおもり北彩館】
パティシエの
リンゴスティック
（5個入）.....775円
しじみのみそ汁
（8食入）1,080円
山菜にしん
（250g）......540円

【長野県・ 
フォンターナ】
マルゲリータ
（1枚）

..1,080円
生パスタ
（120g・1袋）

..........240円

【神奈川県・
横浜中華街 
富貴包子楼】
肉にらまんじゅう
（10個入）
.............1,296円
焼売
（6個入）.......972円

【札幌市・
札幌Hiragishi】
豆乳
メロンプリン
（20個入）

.....1,296円

【長崎県・海産物のわたなべ】
　おかずいりこ
（200ｇ）

......1,080円

【群馬県 
坂井養蜂場】
アカシアはちみつ
（500g・1本）

..........1,998円

【群馬県 
坂井養蜂場】
アカシアはちみつ
（500g・1本）

..........1,998円

実演

実演

各日先着50点限り

　飛魚うまかつゆ
（500㎖）

.......1,080円
●⬆ ●➡

うまいものフェアうまいものフェア
トップス限定販売会

チョコレートケーキ レギュラー
（1台）................................1,901円

ＰＳＳ
ビターコーヒー＆
くるみデニッシュ
（1個）..........................173円

ＰＳＳくるみ＆レーズン
（1袋）...................324円

PSS三角帽のクロワッサン
（6個・1袋）...........238円

オレンジチーズケーキ
（1台）................................1,383円

和風ロール 宇治金時
（1本）................................1,080円

サイボク試食販売サイボク試食販売

※数に限りがございます

5/19（土）限り
午前10時～午後6時

サイボク ポーク
ウインナー
（1パック）............450円

サイボク スモーク
ショルダーベーコン
スライス
（1パック）............519円

サイボク 
餃子（冷凍）
（1パック）..........540円

イタリアンドレッシング
（190㎖・1本）......312円

パスコ PSS試食販売パスコ PSS試食販売
5/19（土）・20（日） 限定

季節
限定

季節
限定

2018

5/19  ㊏
5/19 22

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。

5/19□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」5月19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」

食料品



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

※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。

味の兵四郎
あご入り
兵四郎だし
（270g・1パック）

1,944円

〈沖縄県産〉南瓜
（100g当り）.............................79円

伊藤園 
１日分の野菜・
カゴメ トマト
ジュース
食塩無添加
（1000㎖・1本）

.....259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

サイボク豚ロースうす切り肉
（100g当り）........................359円

〈宮城県産他〉海藻各種（切コブ・
ひじき・わかめ他）（各1パック）108円

サンヨー サッポロ一番
（塩/しょうゆ/みそ/
5食入・各1袋）....................299円

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

〈高知県産〉みょうが
（1パック）.................................99円

丸広 枝豆寄せ豆腐（タレ付）
（250g・1個）.......................159円

助六寿司
（1パック）...........................450円

明星 一平ちゃん夜店の焼そば
（135g・1個）............................99円

〈アメリカ産〉糖度センサー選別
ネーブルオレンジ（1個）...99円

小岩井 生乳100%ヨ－グルト
（400g・1個）.......................189円

〈ノルウェー産他〉塩さばフィーレ
（甘口）（1枚）..................150円

〈長野県産他〉グリーンアスパラ
（1束）.................................199円

タカノフーズ おかめツイン
パック豆腐
（絹/木綿/200g×2・各1パック）...79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

サイボク豚バラうす切り肉
（100g当り）........................208円

〈青森県産他〉ベビーほたて
（蒸し/生食用/解凍/1パック）398円

キューピー あえるパスタソース
（ボンゴレビアンコ・120g/カルボナーラ・
140g/ミートソース・160g/
各1袋）...............................179円

マ・マー チャック付結束　　　
スパゲッティ（1.6mm/
1.4mm/600g・各1袋）.........199円

〈高知県産〉古根生姜
（1袋）......................................99円

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

〈長崎県産他〉真あじ
（2尾）.................................299円

ＡＣラべリンダ カットトマト
イタリア産・ホールトマト
イタリア産
（400g・各1缶）........................89円

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）......................................99円

紀文 マリーン３パック（4本×3）・
まろやか仕込み竹笛
（4本）（各1個）....................148円

握り寿司
（6貫・1折）..........................598円

にんべん フレッシュパックソフト
（4.5g×8袋・1パック）..........279円

〈ニュージーランド産〉キウイ
フルーツ（グリーン）（1個）...99円

〈北海道産他〉時鮭切身
（甘口）（2切）.................590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

【デリカ味彩】ささみ梅しそ竜田
揚げ（5個・1パック）...........280円

〈群馬県産〉やまと豚ロース
うす切り肉（100g当り）219円

【デリカ味彩】海鮮しゅうまい
（6個・1パック）....................280円

〈群馬県産〉やまと豚バラうす
切り肉（100g当り）..........159円

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

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各１本）..............189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

牛・豚・鶏各畜種切り落し・
小間切れ肉 〈静岡県産他〉かつおたたき

（解凍/100g当り）...............179円
〈北海道産〉レトルトコーン
（ホワイトショコラ）（1本）..100円

丸広 寄せ豆腐（タレ付）
（250g・1個）.......................139円

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

ミツカン 味ぽん
（600g・１本）......................279円

〈チリ産〉ミックスぶどう
（1パック）...........................399円

シマダヤ もみ打ち 生冷し中華・
ごまだれ生冷し中華
（120g×2・各1袋）..............199円

市場寿司
（10貫・1折）........................990円

エバラ 
浅漬けの素
レギュラー・
昆布だし
（500㎖・各1本）

....159円

先着50点限り

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

味の素 健康サララ
（600g・１本）......................399円

えひめ飲料 ポンジュース
（1000㎖・１本）..................239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

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

手巻き寿司種セット
（1パック）....................1,690円

〈岩手県産〉南部どりもも肉
（100g当り）........................179円

【デリカ味彩】こんがり焼き
つくね（卵黄風ソース）
（4個・1パック）....................280円

【デリカ味彩】焼き餃子各種
（10個・1パック）..................499円

【デリカ味彩】とうもろこしの
つまみ揚げ（1パック）..280円

〈岩手県産〉南部どりむね肉
（100g当り）.............................99円

〈熊本県産〉肥後浪漫すいか
（1/8カット）........................499円

写真はイメージです

握り寿司
（8貫・1折）..........................798円

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜
の黒酢和え（100g当り）...180円

国産若鶏もも唐揚げ用肉
（100g当り）.............................99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

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

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

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

お1人様2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50点限り

お1人様2点、先着100点限り

先着合わせて100点限り

先着合わせて100点限り

お1人様5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

試食販売実施

お1人様2点、先着200点限り

お1人様5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100点限り

お1人様2点、先着50点限り

コスモ 
米粉の
カレールー
グルテンフリー
（110ｇ・1袋）

......322円 【なだ万厨房】父の日御膳
（約9.7×13×高さ10㎝×2段/1折）

..............................2,700円
【叙々苑】特製カルビ弁当
（約22.5×15.0×高さ5㎝/1折）

..............................2,365円

港製菓
笹団子
【新潟】
（250g）...........................499円

S&B 本生本わさび（43g）・本生本
からし（43g）・柚子こしょう
（40g）（各1個）..........................99円

父の日 ご予約承り中

越後の名物笹団子。笹の香りと柔
らかな生地が人気です。

国産米粉100%使用の体にやさ
しいカレールーです。

写真はイメージです

先着100点限り

【帝松】手造り大吟醸 桐箱入り
（名入れ）（720㎖・1本）3,996円

※
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◆お酒の承り＝6月10日（日）まで／お渡し＝6月15日（金）・16日（土）・17日（日）からお選びください
◆お弁当の承り＝6月12日（火）まで／お渡し＝6月17日（日）のみとなります（叙々苑のみ午前11時からのお渡しとなります）

◆銘店コ－ナ－

写真はイメージです

長崎産のあご
(飛び魚）をは
じめ、さば節やかつお節、いわし
煮干し、昆布、椎茸の6種類のだ
し素材をブレンドしました。

土 火5/225/19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

21月限りのお買得

22火限りのお買得

20日限りのお買得 ※数に限りがございます。
午前10時～正午12時までの
お買得

午後4時からのお買得
※数に限りがございます。20日 20日

※数に限りがございます。
午前10時～正午12時までの
お買得

午後4時からのお買得
※数に限りがございます。21月 21月

※数に限りがございます。
午前10時～正午12時までの
お買得

午後4時からのお買得
※数に限りがございます。22火 22火


