
※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。

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

先着10㎏限り
先着10㎏限り

よりどりセールよりどりセールよりどりセール

先着200点限り

お1人様2点、先着300点限り

お1人様6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

6／23土オープニングスペシャルプライス

先着300点限り〈北海道産他〉秋鮭切身（甘口）（1切）
〈熊本県産他〉活あさり（100g当り）
〈岩手県産〉南部どりササミ肉（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）
【デリカ味彩】ポテトフライ（ガーリック）
（100g当り）

【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）

明治 北海道十勝まろやかヨーグルト
（78ｇ×4・1パック）
マルちゃん レンジで麺上手 稲庭風細うどん・
讃岐細うどん（360g・各１袋）
ペヤング ソースやきそば（120g・1個）
　
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）

〈埼玉県産他〉きゅうり（3本）

〈群馬県昭和村産〉（産地直送）レタス（1個）

〈熊本県産〉グミニーミニトマト（100g当り）

〈佐賀県産他〉小ねぎ（1袋）

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

〈佐賀県産〉玉ねぎ
〈長崎県産他〉じゃが芋
〈千葉県産〉にんじん

丼物各種（鉄火・ねぎとろ・あなご 他）

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5個・1パック）.................................................399円

堀商店
新潟県岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

....1,980円

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

サイボクポークウインナー
（1パック）........................450円

〈マルタ産他〉本まぐろ切落し
（養殖/解凍/1パック）............................1,080円

キッコーマン
飲料
調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各１本）

.......189円 各日先着100点限り

明治 北海道十勝６Ｐチーズ（100g）
明治 スライスチーズ（7枚）
とろけるスライスチーズ（7枚）
紀文 まろやか仕込み竹笛（4本）
紀文 マリーン（4本×3）
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/各110ｇ×3）
森永製菓 ビスケット ムーンライト（14枚）・
チョイス（14枚）・アーモンドクッキー（12枚）
三幸製菓 粒より小餅（90g）
キッコーマン 削りたてそうめんつゆ（300㎖）
削りたてざるそばつゆ（300㎖）
丸広 生活応援 六条麦茶（30パック）
キッコーマン わが家は焼肉屋さん（甘口/中辛/各210g）
丸美屋 麻婆豆腐の素（甘口/中辛/辛口/各162g）
【デリカ味彩】南部鶏のチキンナゲット（5個入）
【デリカ味彩】海鮮しゅうまい（4個入）
【デリカ味彩】むかしのコロッケ（3個入）

サイボク豚もも切り落し肉（230g）
サイボク豚小間切れ肉（250g）
〈岩手県産〉南部どりもも
唐揚げ用（240g）
国産若鶏もも唐揚げ用（380g）

よりどり2点

よりどり2パックよりどり2パック

よりどり3点よりどり3点

青果 精肉 鮮魚青果 精肉 鮮魚

よりどり
2パック

299円

880円
1,080円100円
6/23㈯～26㈫よりどりセール

お1人様計3点、先着合わせて300点限り

お1人様2点、先着300点限り

23㈯・24㈰限り

写真はイメージです写真はイメージです

99円均一セール99円均一セール数量
限定

1個 159円
組み合わせ自由

各1パック 480円1個
39円

各1パック
598円

デリカ味彩デリカ味彩

各日お1人様3個
先着300個限り

各日お1人様3個
先着300個限り

各日お1人様3本
先着300本限り

※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。

6/23□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」6月23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」

6/23 26
土 火

2018

6/23  ㊏



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。

飯能店より

日高店より

〈栃木県産他〉トマト
（1袋）..................................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写真はイメージです

サイボク豚バラうす切り肉
（100g当り）........................279円

〈長崎県産〉真あじ開き
（2枚）.................................499円

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

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

日清 密封チャック付フラワー粉
（1㎏・1袋）..........................159円

〈茨城県産〉ピーマン
（1袋）......................................99円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）..179円

〈長崎県産〉真あじ
（2尾）.................................300円

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

〈アメリカ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（1個）...............199円

東海 こくうまキムチ
（320g・1パック）.................249円

しめさばお造り
（1パック）...........................450円

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
キウイフルーツ（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

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

〈チリ産〉自家製銀鮭西京漬
（養殖/2切）.......................380円

【和幸】ロースかつ
（1枚）..............................336円

【田吾作】かえで弁当
（1折）..............................900円

【菓匠 清閑院】風鈴
（3個入）..........................972円

【アンデルセン】
ベリーデニッシュ
（1個）..............................292円

【ロイスピエール】
狭山茶プリン
（1個）..............................324円

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

〈埼玉県産〉小松菜
（1袋）......................................99円

〈宮城県産〉きざみめかぶ
（100g当り）.............................99円

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）.................................129円

〈アメリカ・ロシア産〉辛子明太子
（切子）（1パック）..............398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写真はイメージです

〈埼玉県川越市産〉（産地直送）
枝豆（1袋）.......................299円

明治 おいしい牛乳
（900㎖・1本）.....................229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

〈静岡県産他〉かつおのたたき
のっけ盛り（1パック）....598円

国産牛（交雑種）もも・肩
切り落し肉（100g当り）399円

〈山梨県産他〉とうもろこし
（1本）.................................100円

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

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

〈長崎県産他〉いさき
（1尾）.................................490円

〈熊本県産〉甘夏
（1袋）.................................299円

安国屋 なまあげ
（250g・1袋）............................79円

刺身盛合せ 4点盛
（1パック）...........................990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

先着50点限り先着50点限り

〈鳥取県産〉大栄すいか
（1/8カット）.........................499円

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

播州 
揖保の糸
素麺（300g）・
冷麦（400g）
（各1袋）

....279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

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）.....399円

刺身盛合せ 4点盛
（1パック）....................1,390円

国産若鶏むね肉
（100g当り）.............................49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】いわし磯辺フライ
（6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）249円

先着20点限り

先着30点限り

【デリカ味彩】昆布サバ
（薄醤油仕立て）（1パック）280円

写真はイメージです

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

Ｓ＆Ｂ なっとくのおいしいカレー
（中辛/辛口/180g・各1箱）.....89円

【デリカ味彩】枝豆コロッケ
（5個・1パック）....................250円

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 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

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

お1人様2点、先着200点限り

お1人様5点、先着300点限り

写真はイメージです

先着50点限り

〈群馬県産〉やまと豚バラ
うす切り肉（100g当り）199円

先着100点限り

よりどり2点

300円

カップ印 
白砂糖・
味の素 
瀬戸の
ほんじお
（1㎏・各1袋）

159円

今週の 北京飯店1周年記念セール北京飯店1周年記念セール北京飯店1周年記念セール

2018

◇飯能店…7月23日（月）まで  2階催場（最終日は午後4時閉場）
◇日高店…7月30日（月）まで  1階特設会場（最終日は午後4時閉場）

〈丸広〉三大名産素麺詰合
（041-ＭＨ-30）....................................3,240円

〈札幌グランドホテル〉冷製スープ
（042-ＣＲ-30Ｅ）....................................3,240円

お中元ギフトセンター
好評開設中！

全国
送料無料

全国
送料無料

50円引きチャーシュー麺
通常本体価格より

6/23
㈯限り

よりどり2点

...499円

土 火6/266/23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

25月限りのお買得

26火限りのお買得

24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。24日 24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。25月 25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。26火 26火


