
※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。

26（水）
〜
30（日）

※
26
日（
水
）限
定
で
は

　
あ
り
ま
せ
ん

NEW NEW

NEW NEW NEW

デリカ味彩

せんや

デリカ味彩

せんや

各日お1人様2点、先着60点限り各日お1人様2点、先着60点限り 各日お1人様2点、先着60点限り

写真はイメージです

各日先着15点限り

シャインマスカットのチーズ
タルト（1個）.............1,080円

シャインマスカットと巨峰のレア
チーズケーキ（1個）.......399円

〈茨城県産他〉さつまいも
（1箱）........................399円

日本トリム 
トリムイオン GRACE
（本体寸法：260W×321H×126D㎜）

サントリー トリスハイボール
（小皿付）
（350㎖×6缶・1パック）858円

【東信水産】本まぐろ入り
握り寿司
（10貫・1折）.......1,280円

【デリカ味彩】特製サイボク豚
生姜焼弁当（小）
（1パック）...................450円

〈北海道産〉ほっけ干物（1枚） 〈北海道産〉さんま干物（2枚入・1パック） 南部鶏チキンナゲット（5個） 海鮮しゅうまい（4個）
むかしのコロッケ（3個）

〈長野県産他〉えのき茸（1袋） 軽井沢ロースハムスライス 軽井沢ウインナー各種軽井沢ベーコンスライス〈秋田県産他〉（菌床栽培）生椎茸（1パック）〈長野県産他〉ぶなしめじ（1袋）

〈長崎県産〉あじ干物（3枚）

数量限定
26㊌は、フロの日 特別提供品

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
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青果青果

（1パック）580円

（1点）159円

（よりどり2パック）1,080円

（1パック）430円（よりどり3パック）1,080円（よりどり3パック）1,080円

（1パック）159円（よりどり2パック）299円（よりどり2パック）299円

（よりどり0点）299円（よりどり2点）299円

（よりどり2パック）1,080円

信州ハムフェア信州ハムフェア

掛軸展
6階＝特設会場 3階＝家庭用品売場

100円ショップWatts

28㈮～30㈰

医療の現場で磨かれた技術を
 活かした整水器。
  高濃度の電解質水素水を
　毎日の暮らしの当り前に。

秋の九州・沖縄フェア秋の九州・沖縄フェア ※ポイントサービスの対象外となります。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。
※写真は盛り付けの一例です。
※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。

◆9月26日（水）～10月1日（月）
（最終日は午後4時閉場）
◆地階＝食料品特設会場

人気のアンテナショップに南国のうまかもんも大集合！

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
特
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銀座熊本館熊 本 わしたショップ沖 縄かごしま遊楽館 さつまいもの館鹿 児 島

げたんは（10枚入）..............................................324円
えぼし漬（500ｇ）.................................................324円
薩摩みそかぶり（180g）..................................378円

角切り黒糖（300g）............................................417円
沖縄もずくとがごめ昆布スープ（65ｇ）...704円
明星カップ沖縄そば（84g）...........................262円

太平燕 白湯とんこつ味（5食）...................378円
デコポンストレート（190ｇ）..........................161円
黒糖ドーナツ棒（12本）..................................432円

特別出店

おかずいりこ
（200ｇ）

...1,080円

大村寿司
詰合せ
（1折）

...........972円

長 崎

長 崎 平野屋

【かさの家】梅ヶ枝餅
（冷凍/5個入）...................................................................651円【VISAVIS（ヴィザヴィ）】博多赤煉瓦ショコラ物語（1個）.............................................1,296円【平戸蔦屋】カスドース（2個入）.............................................................................389円【長崎空港ビルディング】じゃがメル（10粒入）...........................................................................516円

【きなこーや】金のみたらし栗ケーキ
（ハーフサイズ）..........................................................1,383円【凮月堂】元祖伊藤社長のチーズ饅頭（4個入）.............................................................................594円【桃太呂】長崎ぶたまん（10個入）...........................................................................801円【萬坊】いかしゅうまい 大まる（8個入）.....................................................................1,296円

　　日本トリム 
整水器実演販売会
■９月29日（土）～10月8日（月・祝）
　（最終日は午後5時終了）
※ポイントサービスの対象外となります。
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有田峰堂「赤富士」
（サイズ：尺八横）............54,000円

四季花鳥・山水図・吉祥図・書
など多数取り揃えております。

各日お1人様1点
先着30点限り

予告

海産物のわたなべ

実演

別館1階にて営業中

※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。
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〒358-0003 入間市豊岡1-6-12 04（2963）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時30分
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※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。
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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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【東信水産】刺身盛合せ
3点盛（1パック）..........780円

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜
の黒酢和え
（100g当り）......................199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

【せんや】国産豚ももうす
切り（100ｇ当り）............168円

S&B とろけるカレー
（甘口/中辛/辛口/180g・各1箱）99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

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

〈群馬県昭和村産〉（産地直送）
高原レタス（1個）........100円

【塩干】〈ノルウェー産〉丸安
霜降りさば干物
真空（1枚）......................399円

【東信寿司】鉄火丼
（1折）...............................580円

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

【サイボク】豚味付け上モツ
（100g当り）......................238円

【サイボク】ゴールデンポーク
しゃぶしゃぶ
セット（1セット）..1,080円

【サイボク】ポークウインナー
（216g）.........................678円

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

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

【せんや】（国内産）黒毛和牛
小間切れ（100ｇ当り）..498円

【せんや】国産牛もも焼肉
用（100ｇ当り）.............680円

【せんや】国産豚ロースうす
切り（100ｇ当り）.........238円えどや 会津喜多方ラーメン

（ガラ醤油/仕込み味噌
240g・各1袋）...................199円

丸美屋 麻婆豆腐の素
（甘口/中辛/辛口/
162g・各1箱）.....................159円

【デリカ味彩】柔らか豚ヒレ
カツ（5枚・1パック）........399円

【東信水産】刺身盛合せ
6点盛（1パック）..1,080円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）............................59円

【サイボク】スモークショルダー
シュゼット（100ｇ当り）..454円

【東信寿司】握り寿司
（10貫・1折）.............1,280円

〈栃木県産他〉梨
（2個入・1パック）..............499円

【塩干】〈三重県産〉うなぎ
蒲焼（1串）...........1,480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

写真はイメージです

写真はイメージです

お1人様2点限り

お1人様各2点限り

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭
西京漬け（養殖/2切）398円

【せんや】国産若鶏もも肉
（100ｇ当り）......................108円

【デリカ味彩】手羽先黄金
焼き（4本・1パック）.......350円

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

冷凍食品

マルコメ 京懐石
（650g・1個）.....................299円

JA全農たまご ピュアテイスト
（10個・1パック）................179円

お1人様2点、先着100点限り

お1人様2点、先着100点限り

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

【塩干】甲印 銀鮭一夜干し
真空（3切入・1パック）...599円

【東信寿司】握り寿司
（10貫・1折）......................880円

ハーゲンダッツアイスクリーム【サイボク】豚かんたん焼肉
（100ｇ当り）......................270円

ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・1本）....................418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

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
ゴールドキウイ
フルーツ（4個）.............499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

〈青森県産他〉サン津軽
りんご（3個）...............399円

【東信水産】〈日本船・太平洋産他〉
めばちまぐろぶつ切り
（約120g・1パック）............580円

【せんや】国産牛ももうす
切り（100ｇ当り）............648円

【サイボク】豚ロース味噌
焼肉（100g当り）..........443円

味の素 
瀬戸の
ほんじお・
カップ印 
白砂糖
（1㎏・各1袋）

..159円
お1人様2点、先着300点限り お1人様6個、先着300個限り

〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（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

写真はイメージです

5割引店頭表示価格（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

※一部商品を除く

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4本、先着800本限り

お1人様2点、先着300点限り

先着200点限り

先着200点限り

〈青森県産〉国産にんにく（1個）

【東信水産】〈長崎県産〉
あじ干物（1枚）

【東信水産】〈ノルウェー産〉
甘塩さば（1枚）

【せんや】ロースハム
切り落し（100ｇ当り）

【せんや】ベーコン
切り落し（100ｇ当り）

【デリカ味彩】塩味枝豆
（100ｇ当り）

S&B 本生本わさび（43g）・
本生生しょうが（40g）（各1箱）

日本ビーンズ 国産大豆の
濃い豆腐（200g×2・1パック）

森永 マウントレーニア
カフェラッテ各種

（カフェラッテ/エスプレッソ/ノンシュガー/240㎖・各1個）

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）

丸広 一等小麦粉100%
使用パン粉（230g・1袋）

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）小松菜（1袋）

〈茨城県産〉れんこん（100g当り）

26水オープニングサービス26水オープニングサービス 99円均一セール99円均一セール数量限定

29（土）は、肉の日です。

　　

明治屋 日本のめぐみ
ジャム（福岡育ちあまおう・150g/
信州育ちブルーベリー・155g/
宮崎育ち日向夏・150g/
各1個）....................339円

　　

今半
しゃぶしゃぶ
ポン酢
（225㎖・1本）

..........410円

　　

今半
しゃぶしゃぶ
ごまだれ
（215㎖・1本）

..........461円

10/2（火）は、誠に勝手ながら、お休みさせていただきます。

クリスマスケーキ
ご予約承ります。

おせち
ご予約承ります。

地階＝食料品コーナー

※お品代はご予約の際、または12月14日（金）までに
　ご来店にてお願いいたします。
※数に限りがございますので、お早めにご予約くだ
　さいませ。

地階＝食料品コーナー

ご予約受付 12月14日（金）まで
お渡し 12月23日（日・祝）・24日（月・振）
　　　 （各日午前11時から）

ご予約受付 12月22日（土）まで
お渡し 12月31日（月）（午前11時～午後5時）
　　　　 7階＝特設会場
まるひろオリジナルおせち
早期ご予約割引！
10/31㈬までの
ご予約で　　　10%OFF

入　間　店
☎04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

28金限りのお買得

27日限りのお買得

29土・30日限りのお買得29土・30日限りのお買得

28金限りのお買得

27木限りのお買得

26日限りのお買得26水限りのお買得

※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。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市 地階＝食料品

●食料品売り出し期間 水 日9/30 ●食料品売場9/26


