




※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。

※一部商品を除く

東信水産おさかなシャトル東信水産おさかなシャトル
熊谷市・聖天寿し東京都・みずの栃木県・香雲堂本店人形町魚久

24
（月・振）

23
（日・祝）

22
（土）

一般食品・和洋酒ベストセレクション

〈青森県産〉国産にんにく
（1個）......................................99円

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

国産牛（交雑種）

〈北海道産他〉さんま（解凍/1尾）
にぎり棒天（いか/えび/たこ/ごぼう/各1本）
国産若鶏もも肉（解凍/100g当り）
〈岩手県産〉南部どりササミ肉（解凍/100g当り）
【デリカ味彩】アジフライ（1枚）
【デリカ味彩】塩味枝豆（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

【東信水産】〈ロシア産他〉辛子
明太子（生食用）
（約150g入）.......................480円

明治 北海道十勝まろやかヨーグルト（78g×4・1パック）

雪印 ベビーチーズ各種（48g・各1個）
紀文 はんぺん（2枚・1袋）
日清フーズ ママースパゲティ
（1.4㎜/1.6㎜/300g・各1袋）
ルーミック ミートソース（69g・1箱）
エースコック スーパーカップ
（醤油・113g/熟成味噌・137g/各1個）

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

ヤマザキ ロイヤルブレッド
（6枚切/8枚切/各1袋）.....139円

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

【東信水産】本まぐろ食べ比べセット
（大とろ・中とろ・赤身）
（1パック）...................1,580円

【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ
（100g当り）........................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

森永 北海道バター
（200g・1箱）.......................329円

ヤマサ 昆布ぽん酢・昆布ぽん酢
スーパーマイルド
（360㎖・各1本）.................179円

先着100点限り
先着100点限り

ミツカン 
純米料理酒
（1000㎖・1本）

.............299円

にんべん
つゆの素・
白だし
（1000㎖・各1本）

.......399円

赤羽商店 瀬戸内産寿司焼海苔
（24枚・1袋）...............................699円

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

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

ダノン デンシア（80ｇ×4）・ビオ（75ｇ×4）・
明治 スライス・とろけるチーズ（各7枚）・
十勝6Ｐチーズ（100ｇ）
（各1個）...159円　 　　300円

紀文 肉まん・あんまん
（3個・各1パック）........................399円

ロッテ 
チョコパイ・
ブルボン アルフォート・
ネスレ キットカットミニ
（各1袋）.....................................239円

月桂冠 
月パック
（2ℓ・1本）

.......1,108円

9/22土オープニングスペシャルプライス
99円均一セール99円均一セール数量

限定

先着合わせて100点限り 先着200点限り

先着100点限り

先着200点限り

明治 ブルガリアヨーグルト（プレーン/
脂肪0/各400g）
マルちゃん 焼そば（150ｇ×3）・北の
味わいガラ炊きラーメン
各種（110ｇ×2）（各1個）.............139円

一般食品・和洋酒ベストセレクション

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引
ハーゲンダッツアイスクリーム

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

冷凍食品 4割引 よりどり
2個......

〈北海道産他〉トマト（1個）

〈茨城県産他〉水菜（1袋）

〈千葉県産〉ベビーリーフ（1袋）

〈茨城県産〉れんこん（100g当り）

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

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着200点限り

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

全
品

22（土）～25（火）
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

「おさかなシャトル」が

やってきます。「おさかなシャトル」が

やってきます。
おさかな大使 来店
（香川おさかな大使が試食販売！！）
◆1階＝鮮魚売場「東信水産」
◆1回目：午後1時～午後2時
　2回目：午後3時15分～午後4時15分泳いでいるおさかなを見ることができる車

おさかなシャトル

おさかなビンゴゲーム
◆第1駐車場 特設会場
◆1回目：午前11時30分～正午12時
　2回目：午後2時30分～午後3時

各回100人限り

（土）
229

いろとりどり四人家族
（1袋）......................864円

秋のうまいものまつり秋のうまいものまつり◆1階＝特設コーナー

稲荷詰合せ
（1折）.......................460円

塩大福
（5個入）...................670円

古印最中
（7個入・1箱）..........972円

先着80点限り 先着150点限り先着100点限り

午前11時からの販売 午前11時からの販売午前11時からの販売22（土）・23（日・祝）

※数に限りがございます。

※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。

9/22 25
土 火

2018

9/22  ㊏

9/22□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」9月22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」



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。

先着合わせて50点限り

マルちゃん
赤いきつね
うどん（96g）・
緑のたぬき
天そば（101g）
（各1個）

....108円

〈北海道産他〉大根
（1本）.................................159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

〈奈良県産他〉刀根柿
（1パック）...........................398円

【東信水産】〈韓国・太平洋沖産他〉
まぐろぶつ切り刺身用
（1パック）...........................498円

永谷園 生みそ汁 あさげ徳用・
ゆうげ徳用（10食・各1袋）199円

小岩井 生乳100%ヨーグルト
（400g・1パック）.................189円

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

〈北海道産〉にんじん
（1袋）.................................159円

タカノ おかめ豆腐ツインパック
豆腐（絹/木綿/
200g×2・各1パック）...............79円

【東信寿司】まぐろ丼
（1パック）...........................498円

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

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1パック）...........................499円

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

【東信水産】〈インド洋沖産他〉
めかじき切身（解凍/3切）580円

〈千葉県産他〉泥里芋
（1袋）..................................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写真はイメージです

サイボク豚もも切り落し肉
（100g当り）........................199円

〈ロシア・アメリカ産〉中辛紅鮭
切身（3切）.......................680円

ＪＡ全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）..................199円

〈北海道産〉玉ねぎ
（1袋）.................................159円

〈兵庫県産他〉ちりめんじゃこ
（1パック）...........................498円

9/22（土）～25（火）

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

〈ペルー産他〉いかもろみ漬け
（2切）.................................350円

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

先着50点限り

写真はイメージです

写真はイメージです

〈長野県産他〉白菜
（1/4カット）........................100円

〈茨城県産他〉
さつま芋
（1箱）

.........399円

【東信水産】
〈北海道産他〉
ほたて貝柱
刺身用
（約200g入）

......980円

【東信水産】
本まぐろ
中とろ入
握り寿司
（10貫・1折）

1,580円

〈茨城県産他〉
栗
（約500g入・1ネット）

.........599円

ピックルス 叙々苑ポギキムチ
（180g・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

写真はイメージです

【東信水産】刺身盛合せ 6点盛
（1パック）....................1,980円

牛・豚・鶏 各畜種小間切れ肉・
切り落し肉 〈群馬県産〉キャベツ

（1個）.................................159円

紀文 焼ちくわ
（2本・1袋）..........................179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
（6個・各1袋）......................108円

【東信寿司】握り寿司
（10貫・1折）................1,080円

〈オーストラリア産〉ネーブル
オレンジ（大玉1個）......108円

マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180g×3・1袋）....99円

【東信水産】〈台湾・太平洋沖産他〉
まぐろ切落し
（約140g）...........................698円

〈ニュージーランド産〉キウイ
フルーツ（グリーン）（1個）80円

かどや 金印純正ごま油
（300g・1本）.......................399円

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

【デリカ味彩】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）...280円

【デリカ味彩】
豚ヒレカツ
（5枚・1パック）

......399円

【田吾作】
五目おこわ
（1人前・約200g）

......432円

霧島酒造
黒霧島
25°パック
（1.8ℓ・1本）

1,578円

【和幸】
ロースカツ
（1枚）

......340円

【東信水産】〈モロッコ産他〉たこぶつ
切り生食用（1パック）.......498円

国産豚ロースうす切り肉
（100g当り）........................169円

【デリカ味彩】昆布サバ
（薄醤油仕立て）（1パック）280円

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

〈群馬県産〉やまと豚ロース
うす切り肉（100g当り）259円

【デリカ味彩】１２品目の豆腐
ハンバーグ（4個・1パック）280円

写真はイメージです

サイボク豚小間切れ肉
（100g当り）........................179円

【デリカ味彩】とうもろこしの香ばし
揚げ（6個・1パック）...........280円

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

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

各日お1人様1点
先着30点限り

各日お1人様2点
先着50点限り

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100点限り お1人様1点、先着100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2点、先着50点限り

お1人様1点、先着100点限り お1人様2点、先着100点限り

お1人様5点、先着1500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100点限り

写真はイメージです

紀文 紀文の季節
（12種22品）.......................599円

【シェ・レカミエ】
カシスのムースケーキ・
プラリネムースショコラ
（各1個）..........................450円

【龜屋】すいーとぽてと・
もんぶらん
詰合せ（6個入・1箱）1,566円

【田吾作】やまぶき弁当
（1折）..............................756円

【和幸】チーズメンチかつ
（1枚）..............................210円

【ひびき】やきとり詰合せ
（7本）......................1,037円

【北京飯店】青椒肉絲
（100g当り）.....................270円

今週の

22・23・24
㊏　㊐　㊊
3日間限定
お買得
3日間限定
お買得

○祝 ○振

土 火9/259/22 ※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

24月　限りのお買得

25火限りのお買得

23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。

※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。

※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。

振


