
※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。

旬魚大特価 ステーキ・焼肉まつり

◆9月26日（水）～10月1日（月）（最終日は午後4時閉場）　◆2階＝催場

先着50点限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

◆1階＝特設コーナー　◆10/1（月）まで
※ポイントサービスの対象外となります。第1回 鹿児島アンテナショップフェア第1回 鹿児島アンテナショップフェア

特 別 提 供 品

かつお糸削り
（85g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・584円

さつま芋芳露
（12個入）・・・・・・・・・・・・・292円つぼ漬

（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324円
たかな漬
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324円

黒砂糖
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 231円

旬野菜・フルーツ日替り 惣菜・米飯秋の味覚

【魚力】〈クロアチア産他〉本まぐろ中とろ
（100g当り）....................................................................798円

【魚力】〈チリ産〉トラウト
サーモン（刺身用）
（養殖/解凍/
100g当り）..............258円

【魚力】〈北海道産他〉
ホタテ貝柱
（解凍/200ｇ）
................................690円

【魚力】本まぐろ入り
刺身盛合せ ４点盛
（1パック）
.........................1,390円

【魚力寿司】
市場寿司
（16貫・1折）
.........................1,080円

【デリカ味彩】
北海道キノコとチキンの
グラタンコロッケ
（5個・1パック）...280円

【デリカ味彩】
さんまの竜田揚げ
（100g当り）...280円

【デリカ味彩】
白身魚の
ふわらか豆腐
（舞茸あん）
（5個・1パック）...280円

【デリカ味彩】
北海道産
サーモンフライ
（3個・1パック）...280円

【デリカ味彩】
えびすかぼちゃ
コロッケ
（5個・1パック）...280円

【デリカ味彩】
北海道キノコとチキンの
グラタンコロッケ
（5個・1パック）...280円

【デリカ味彩】
さんまの竜田揚げ
（100g当り）...280円

【デリカ味彩】
白身魚の
ふわらか豆腐
（舞茸あん）
（5個・1パック）...280円

【デリカ味彩】
北海道産
サーモンフライ
（3個・1パック）...280円

【デリカ味彩】
えびすかぼちゃ
コロッケ
（5個・1パック）...280円

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

9/26㈬限り

9/27㈭限り

9/28㈮限り

9/29㈯限り

9/30㈰限り

国産牛（交雑種）
サーロイン
ステーキ
（100g当り）

......1,080円

やまと豚
肩ロース焼肉用
（100g当り）

..............189円

〈アメリカ産〉
プライムビーフ
肩ロースステーキ
（100g当り）

..............289円

国産牛（交雑種）
もも焼肉用
（100g当り）

..............399円

サイボク豚
厚切
ロース切身
（100g当り）

..............299円

〈秋田県産他〉
（菌床栽培）
生椎茸
（1パック）

............159円

〈茨城県産他〉
くり
（1ネット）

............799円

〈茨城県産他〉
さつまいも
（1箱）

............399円

〈奈良県産他〉
刀根柿
（1パック）

............399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

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、先着100点限り

お1人様1点、先着30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

秋の味覚特集秋の味覚特集

先着50点限り

※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。

婦人服専門店バーゲン
カットアンドソーン各種 ··················································· 3,240円から
チュニック・カットアンドソーン······································· 3,240円から
ジャケット各種······································································· 5,400円から
プルオーバー各種······························································· 5,400円から
カーディガン各種································································ 3,240円から
パンツ各種············································································· 3,240円から

オープニング限定品

.................1,080円
七分袖カットアンドソーン

ニットアンサンブル
各種
...2,160円均一

9/29㊏・30㊐
土曜日・日曜日
特 別 限 定 品

さつまあげ真空
（12本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

きびなご黒酢炊き
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

※9/26（水）～30（日）の期間にご来場のお客様、各日先着100名様にフードパックを差しあげます。

 7時9/26㊌
2018



※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。

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

●食料品売場●食料品売り出し期間食料品 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。水 金9/289/26

2018
ボージョレ・ヌーヴォー 
ご予約承り中

2018
ボージョレ・ヌーヴォー 
ご予約承り中

〈ドゥデ・ノーダン〉
ボージョレ・ヌーヴォー2018
（さくら草ラベル）
（750㎖・1本）............................2,160円

まるひろ
オリジナル

◆銘店コーナー　●11月11日（日）まで
解禁日販売価格より300円引きにて承ります。
早期ご予約特典：お1人様1点先着 300名様に
ソムリエナイフを進呈。

11月15日（木）解禁

※表示価格は、お値引き後のお値段です。

〈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）

〈フィリピン産〉デルモンテバナナ（1袋）

メグミルク 恵ガセリ菌ＳＰ株ヨーグルト
（ドリンクタイプ/ヨーグルト/ヨーグルトアロエ/
100g・各1個）
日本ビーンズ 国産大豆の濃い豆腐
（200g×2・1パック）

紀文 ３連玉子とうふ（65ｇ×3・1袋）
楽陽 レギュラーポーク焼売（12個・1箱）

ユウキ MC ドレッシング
（フレンチ/イタリアン/中華/150㎖・各1本）

明星 一平ちゃん夜店の焼そば（135g・1個）

ミツカン 穀物酢（500㎖・1本）

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

写真はイメージです写真はイメージです

【デリカ味彩】白身フライ
（4枚・1パック）..........................250円

〈岩手県産〉南部どり

ハーゲンダッツアイスクリーム
味の素 瀬戸のほんじお・
カップ印 白砂糖
（1㎏・各1袋）　　　　よりどり2点

...........159円　...........300円

〈静岡県産他〉釡揚げしらす
（100g当り）...............480円

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

海鮮太巻
（1パック）...................780円

〈チリ産他〉銀鮭西京味噌漬け
（養殖/3切）............................499円

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1パック）...................599円

キリン トロピカーナまるごと果実感
（アップル/オレンジ/グレープフルーツ/
パインアップル/900㎖・各1本）.........199円

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

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

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

〈群馬県
昭和村産〉
（産地直送）
高原レタス
（1個）

......100円
ＪＡ全農たまご
ピュアテイスト
（10個・1パック）

............179円

ＪＡ全農たまご
ピュアテイスト
（10個・1パック）

............179円

【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】ムラサキイカの
まるごと唐揚げ
（100g当り）................199円

やまじょう 昆布割 半割
（半割・1袋）...............299円

中巻き各種
（1パック）...................350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

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し（100g当り）189円

お1人様4本、先着800本限り

先着合わせて150点限り

お1人様3点、先着200点限り

先着100点限り

先着50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300点限り

お1人様2点
先着200点限り

〈北海道産〉
南瓜
（100g当り）

...........59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

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

99円均一セール99円均一セール数量
限定

冷凍食品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

5割引
豚肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

2割引

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

※一部商品を除く

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

〈アメリカ・ロシア産〉紅鮭切身
（中辛口）（3切）.......680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

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

〈宮城県産他〉かつおたたき
刺身用
（解凍/1パック）.........498円

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

タカノ 極小粒カップ３
（30ｇ×3・1パック）..........79円

握り寿司
（10貫・1折）...............880円

【デリカ味彩】肉付きヤゲン
軟骨の唐揚げ
（100g当り）...............199円

〈山形県産他〉にら
（1束）........................100円

〈宮城県産他〉生めかじき
切身（2切）..............680円

【デリカ味彩】さんま塩焼き
（1尾）........................199円

〈群馬県産〉やまと豚小間
切れ肉（100g当り）129円

本まぐろ入握り寿司
（10貫・1折）.......1,190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

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

国産若鶏もも肉
（100g当り）............................99円

炙りしめさば押寿司
（1パック）...........................480円

【デリカ味彩】チキンカツ
（2枚・1パック）...................280円

ピックルス ご飯がススムキムチ
（200g・1パック）................179円

刺身盛合せ6点盛
（3切×6点盛）.............1,080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

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。 ※数に限りがございます。

※一部商品を除く

写真はイメージです

午前10時～
正午12時まで
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

※数に限りがございます。

午後4時から
のお買得

※数に限りがございます。

午後4時から
のお買得

※数に限りがございます。

先着50点限り

先着合わせて200点限り

ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/いちご/
ブルーベリー/
75ｇ×4・各1パック）99円
ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/いちご/
ブルーベリー/
75ｇ×4・各1パック）99円

9／26水オープニングスペシャルプライス

27木限りのお買得 28金限りのお買得

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）................279円

黄桜 辛口一献
（2ℓ・1本）...................980円

先着200点限り

写真はイメージです

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。
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）

受付場所 1階＝特設コーナー

受付場所 銘店コーナー
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）

〈新宿高野〉
フレーズロゼ
（直径約15㎝）.....4,320円
〈新宿高野〉
フレーズロゼ
（直径約15㎝）.....4,320円

お1人様6個、先着300個限り

【京都 野村】
「金閣」和風三段重
（41品目 約3～4人前／
21×21×4.6ｃｍ×3段）

.......21,600円
おせち配送承ります。（埼玉県内のみ）
12月31日（月）の配送も承ります。（送料756円）






