
※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。

写真はイメージです 写真はイメージです

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

〈ニュージーランド産〉キウイ
フルーツ（グリーン）（1個）99円

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

刺身盛合せ（中とろ入り）
3点盛（1パック）.....1,190円〈埼玉県産他〉きゅうり

（3本）
〈群馬県産〉（産地直送）レタス

（1個）
〈高知県産〉みょうが

（1パック）

〈北海道産他〉秋鮭切身（甘口）
（1切）

〈宮城県産他〉きざみめかぶ
（100g当り）

〈高知県産〉古根生姜
（1袋）

〈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）

〈岩手県産〉南部どりササミ肉
（解凍/100g当り）

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】埼玉県産里芋
コロッケ（3個・1パック）..250円

【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り）

【デリカ味彩】フランクフルト
各種（1本）

安国屋 北海道寄せ豆腐
（250g・１個）

QBBベビーチーズ各種
（スモーク/クリームチーズ/チーズで鉄分/カルシウム/
モッツアレラ/アーモンド入り/カマンベール入り/
ブラックペッパー入り/15g×4・各1パック）

明治屋 果実実感ジャム
（つぶつぶイチゴ/つぶつぶブルーベリー/
ざくざくオレンジマーマレード/
しゃきしゃきリンゴ/340ｇ・各1個）...299円

国産牛（交雑種）

（群馬県産）やまと豚

ヤマザキ ロイヤルブレッド
（6枚切/8枚切/各1袋）.....139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

〈愛媛県産他〉真鯛刺身柵
（養殖/100g当り）..............598円

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）...................179円

堀商店
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・１袋） 　 

1,980円Ｓ&Ｂ とろけるカレー
（甘口/中辛/辛口/180g・各1箱）

味の素 コンソメ
（7個・1箱）

森永 ビヒダスＢＢ５３６
プレーン加糖（75ｇ×4・1パック）

テーブルランド なめ茸
（120g・1個）

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5点
先着300点限り

先着100点限り

先着300点限り

先着200点限り

試食販売実施

先着10㎏限り

先着100点限り

各日先着100点限り

〈熊本県産他〉アールスメロン
（1個）.................................3,240円

〈宮崎県産〉完熟マンゴー
（1個）.................................4,320円

〈ロシア産他〉紅鮭切身（甘口）
（3切）........................................590円

サイボク餃子
（1パック）...................................540円

サイボク豚まん
（1個）........................................270円

〈アメリカ・ロシア産〉辛子明太子
（250g）......................................750円

【デリカ味彩】豆腐入り鶏つくね
（枝豆あんかけ）（4個・1パック）280円

【デリカ味彩】
５種の彩り野菜と
トマトの春巻（5個・1パック）280円

ミツカン
純米料理酒・
マンジョウ 
芳醇本みりん
（1000㎖・各1本）

.........299円

アサヒ ス－パ－ドライ
（350㎖×6缶・1パック）......1,268円

アイネット 
ジャムサンド　
（220g・1袋）

.......299円
オリヒロ ぷるんと蒟蒻ゼリー
（アップル+グレープ/マスカット+オレンジ/
グレープフルーツ+パイナップル/
12個入・各1袋）.........................199円

ソシオ 
マウイチップス
マウイオニオン
（145g・1袋）

.............299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

うさぎもち
切り餅
一切れパック
（1㎏・１袋）

.........499円

明治 スライスチーズ（7枚）・
とろけるスライスチーズ（7枚）・
北海道十勝６Ｐチーズ（100g）
（各1個）..159円　　　300円

笛木醤油
金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖・1本）

..........599円
明治 ブルガリアヨーグルトLB81
（プレーン/脂肪0/400g・各1個）139円

サントリー 金麦
（350㎖×6缶・1パック）..............738円

安曇野麺匠 
信州安曇野
道祖神そば 
２食つゆなし
（220g・1袋）

..........378円

生鮮品・お惣菜・一般食品・和洋酒ベストセレクション生鮮品・お惣菜・一般食品・和洋酒ベストセレクション 5/26㈯～29㈫

お1人様6本
先着1200本限り

かなもと青果こだわりキムチ
（320g・1パック）.........................399円

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

ミツカン
純米酢 金封
（500㎖・1本）

..........299円

5/26土オープニングサービス 5/26土日替り特価99円均一セール99円均一セール数量
限定

よりどり
2個....

5/26㈯・27㈰限り

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

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200点限り先着50点限り

※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。

5/26□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26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」

5/26 29
土 火

2018

5/26  ㊏



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。
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日高店からのお知らせ

先着合わせて50点限り

キューピー
マヨネーズ
（350g）・
ハーフ（300g）
 （各1本）

...159円

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

〈青森県産〉ふじりんご
（1袋）..................................599円

〈北海道産他〉さんま開き
（3枚）.................................399円

Ｓ＆Ｂ ディナーカレーレトルト
（辛口/中辛/200g・各1箱）189円

東洋水産 マルちゃんの
冷し生ラーメン
（しょうゆ/ごまだれ/
110ｇ×3・各1袋）................159円

サトウ コシヒカリ３食パック
（200ｇ×3・1パック）............329円

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

丸広 枝豆寄せ豆腐（タレ付）
（250g・1個）.......................179円

中巻各種
（各1本）.............................350円

ミツカン 穀物酢
（500㎖・1本）..........................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）108円

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

〈北海道産他〉さんま蒲焼
（1枚）.................................108円

〈群馬県産〉（産地直送）
ほうれん草（1袋）..............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

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

〈モーリタニア産他〉真だこ
（蒸し/生食用/100g当り）..358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

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

〈千葉県産他〉ベビーリーフ
（1袋）......................................99円

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

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）.................................108円

〈チリ産他〉銀鮭切身（ふり塩）
（養殖/1切）.......................180円

はごろも シャキッとコーン
（3缶・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

〈熊本県産〉グミニーミニトマト
（1パック）............................299円

ヤクルト ヤクルト10本パック
（65㎖×10本・1パック）......378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

（国内産）黒毛和牛
刺身盛合せ（中とろ入り）
4点盛（1パック）......1,390円

〈青森県産〉泥ごぼう（カット）
（1袋）......................................99円

ピックルス ぬか胡瓜
（3本・1パック）....................199円

握り寿司
（10貫・1折）.......................999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）..................108円

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

ロックフォール ミックスチーズ
（300g・1袋）.......................399円

〈静岡県産他〉かつおたたき
お造り（解凍/1パック）..499円

昭和 天ぷら粉黄金
（450g・1袋）........................159円

先着50点限り

先着50点限り

〈熊本県産他〉クインシー
メロン（1個）...................599円

ネスカフェ ゴールドブレンド
（80g・１本）......................499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

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）.....399円

本まぐろづくし
（1パック）....................1,290円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）..179円

【デリカ味彩】ぶり照り焼き
弁当（1パック）.................350円

【デリカ味彩】おつまみ肉餃子
（10個・1パック）..................280円

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）139円

先着20点限り

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5枚・1パック）...................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

国産若鶏むね肉
（100g当り）.............................59円

サイボク豚
もも
切り落し肉
（100g当り）

...199円

サイボク豚
小間切れ肉
（100g当り）

...179円

国産豚
ロース
うす切り肉
（100g当り）

...169円

まるひろ
特製
生姜焼き
弁当
（1パック）

...780円

イベリコ
豚重
（1パック）

...499円

国産若鶏
もも
唐揚げ用
（100g当り）

...108円

【デリカ味彩】三元豚のメンチ
カツ（4個・1パック）...........280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250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

お1人様2点、先着100点限り

先着合わせて50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

お1人様2点、先着300点限り

【和幸】
ロースかつ
（1枚）

...335円

【田吾作】
からあげ
弁当
（1折）

...700円

写真はイメージです

先着50点限り
明治 北海道十勝カマンベール
（100g）...............................299円

先着100点限り

29㊋
肉の日
特別
提供品

開
催
中

5/29㈫まで
◆2階＝特設会場

26日（土）限定品
紳士半袖カジュアルシャツ各種
　　　　1,080円30枚限り

27日（日）限定品
紳士半袖Tシャツ各種
　　　　1,080円30枚限り

オールメンズ
カジュアルバーゲン

陶器市

同時開催リビングバーゲン

陶器市

リビングバーゲン

陶器市

リビングバーゲン

5/28（月）まで ◆2階催場 ※最終日は午後4時閉場

タオル、スリッパからキッチン用品までお買得な商品をいっぱい！

豊富に商品を取り揃えております。豊富に商品を取り揃えております。

試食販売実施

土 火5/295/26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

28月限りのお買得

29火限りのお買得

27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。27日 27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。28月 28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。29火 29火


