
※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。

誠に勝手ながら決算品調べのため
飯能店  2月19日㈪・日高店  2月22日㈭は午後5時閉店とさせていただきます。

●飯 能 店　2月の店休日のご案内………………………… 21日㈬
●日 高 店　2月の店休日のご案内………………………… 20日㈫

山梨・韮崎  コ－ナ－ポケット 京都・祇園  京都祇園ボロニヤ

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）.....................199円

京粕漬セット（ぎんだら/鮭）
（2切・1袋）.............................1,782円

いろどり四人家族
（1袋）.............................................864円

〈茨城県産〉白菜
（1/4カット）.................................159円

八ヶ岳のメ－プルパン
（1本）............................................864円

元祖デニッシュ食パンプレ－ン
（1.5斤・1本）.................................756円

サイボク豚ロース
うす切り肉（100g当り）.........319円 サイボク豚まん

（1個）..........................................270円〈アメリカ産他〉辛子明太子（250g）..............750円

〈埼玉県産他〉
泥里芋（約1㎏入・1袋）

.......................299円
〈岩手県産〉南部どり
赤かしわ もも肉
（解凍品/100g当り）

..................................189円
高崎ハム 国産豚ロース
味噌漬け
（170g・1パック）

..................................399円

九州椎茸販売 
九州産菌床無選別椎茸

（100g・1袋）..........599円

【中央軒】
豆菓子詰め合わせ
（8種・各4個/
計32個入）........1,080円
千秋堂 くるみゆべし切り落とし・
ごまゆべし切り落とし
（180g・各1パック）

..................................299円

紀州小橋 紀州産つぶれ梅
（はちみつ・しそ漬け）
（400g/・各1パック）

..............................690円

〈愛媛県産〉
伊予柑（1袋）

......................599円

本まぐろ入刺身盛合せ 
３点盛（1パック）................1,190円

サイボク豚バラ
うす切り肉（100g当り）.........229円 握り寿司

（16貫・1折）.......................2,180円 本まぐろ入にぎり寿司
（10貫・1折）.......................1,290円

シマダヤ
かんたん
鍋焼麺
きつねうどん・
天ぷらうどん
（180g・各1パック）

.......199円
【デリカ味彩】豚ヒレ肉と
根菜の黒酢和え（100g当り）180円

【デリカ味彩】昆布サバ
（薄醤油仕立て）（1パック）.....280円

【田吾作】味わい煮物
弁当（1折）...............................702円

〈青森県産〉よっちゃん
りんご（1袋）............................599円〈長野県産〉市田柿（1パック）....................................599円

笛木醤油
金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖・1本）

.......599円

丸善
別鍋仕込み
おでん
（1000g・1袋）

.......599円

サイボクポークウインナー
（1パック）....................................399円

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

【デリカ味彩】棒ヒレカツ
（1本）.........................................450円

小岩井
生乳100％
ヨ－グルト
（400g・1個）

.......199円
【和幸】特ロースかつ
（1枚）.........................................476円

トレビ　
ミニピザ
ミックス
（5枚・1袋）

.......259円

道南
鮭ほぐし
（130g・1個）

.......399円

森永製菓 あまおう苺ケーキ
（6個・1箱）...................................279円

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

月桂冠
月パック
（2ℓ・1本）

.......1,108円

はごろも 
シーチキン
Lフレーク・
マイルド
（70g×4缶・
1パック）

...399円

マンジョウ
芳醇本みりん
（1000㎖・1本）

.......299円

でん六
小袋甘納豆
（235g・1袋）

.......239円

霧島酒造 
黒霧島
25°パック
（1.8ℓ・1本）

.......1,578円

黄桜
辛口一献
パック
（2ℓ・1本）

.......980円

にんべん 
つゆの素・
白だし
（1ℓ・各1本）

...399円

笛木醤油
小江戸醤油屋の
せんべい
（200g・1袋）

......279円

ミツカン
純米酢金封
（500㎖・1本）

.......299円
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銘店

パン特集パン特集
17㈯・18㈰限定

17㈯・18㈰限定

こだ
わりの

こだ
わりの

人形町 魚久
期間限定販売会

飯能店より 日高店より

◆1階＝特設コ－ナ－

【聖天寿し】稲荷詰合せ
（稲荷×3・のり巻き×4/1折）..460円

【壺屋】稲荷寿し
（1折）.....................................551円

【デリカ味彩】いなり詰合せ
（1パック）..............................380円

先着100点限り先着40点限り先着20点限り 先着50点限り

2/17（土）のみの販売　※午前11時からの販売となります。
17（土）は、「いなりの日」特集

※数に限りがございます。

※数に限りがございます。品切
　れの際はご容赦ください。

◆1階＝特設コ－ナ－

1階＝特設コ－ナ－

※飯能店のみの販売となります。

各日お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

先着合わせて100点限り先着60点限り

先着60㎏限り

各日お1人様2点、先着100点限り

各日お1人様2点、先着100点限り

各日お1人様2点、先着100点限り

森永製菓 
カレ・ド・
ショコラ
（カカオ70・21枚/
カカオ88・18枚/
フレンチミルク・21枚
ベネズエラビター・21枚/

各1個）......279円 　　　499円よりどり
2個.......

食料品理由ありバーゲン
◆2/17㈯～2/19㈪　◆1階＝食料品／各売場＆特設コーナー17土

限り

18日
限り

不揃いの為

不揃いの為

わ け

17
 ㈯限り

18
 ㈰限り

2018

2/17  ㊏
2/17 20

土 火
※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。

ベストセレクションベストセレクション

2/17□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」2月17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」

食料品



●食料品売場 ※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。

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

●食料品売り出し期間 土 火2/20食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店） 2/17

※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。

午前10時～正午12時
までのお買得品

〈アルゼンチン産〉赤えび
（刺身用/解凍/14尾）..1,080円

海鮮巻
（１パック）...........................598円

ハーゲンダッツミニカップアイス
（110㎖・各1個）..................199円

サントリ－ ザ・プレミアムモルツ
（350㎖×6缶・1パック）1,358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

堀商店
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5kg・1袋）

1,980円

にんべん フリェッシュパックソフト
（4.5g×8袋・1パック）..........299円

数量限定

〈愛媛県産他〉キウイフルーツ
（グリーン）（1個）...............99円

国産牛（交雑種）ロース
すきやき用（100g当り）880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

〈宮崎県産他〉きゅうり（2本） さつま揚げ（1枚）

〈愛知県産他〉トマト（1個）

〈長野県産〉えのき茸（1袋）

〈新潟県産〉エリンギ（1パック）〈韓国産他〉真あじ開き（1枚）

〈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）

明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト（78g×4・1パック）

【デリカ味彩】フランクフルト
各種（各1本）

【デリカ味彩】骨なし
フライドチキン（1個）

タカノ 絹美人（150ｇ×3・1パック）

17土限りのお買得

2／17土オープニングサービス

お1人様2点限り

99円均一セール99円均一セール

冷凍食品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 4割引

※一部商品を除く

写真はイメージです写真はイメージです

お1人様5点
先着300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4本
先着800本限り

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

S&B 本生本わさび・
本生本からし（43g・各1箱）

味の素 コンソメ
（7個・1箱）

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

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

【デリカ味彩】かれいの唐揚げ
野菜あんかけ（1パック）280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

お1人様2点
先着100点限り

〈ロシア産他〉ボイルずわいがに
（1パック）....................1,790円

握り寿司
（9貫・1折）.................1,080円

赤羽商店 瀬戸内産寿司
焼海苔（24枚・1袋）........799円

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

ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ
オリーブオイル
エクストラ
バージン
（600g・1本）

.........599円

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

〈埼玉県産他〉長ねぎ
（1袋）..................................159円

国産牛（交雑種）牛豚挽肉
（100g当り）.........................179円

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）......399円

クラフト フレッシュモッツァレラ
（100g・1パック）..................299円

18日限りのお買得
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200点限り

〈静岡県産〉青島みかん
（1袋）..................................599円

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

【デリカ味彩】焼き餃子各種
（10個・1パック）..................499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

お1人様2点
先着100点限り

〈アメリカ産他〉真たら切身
（甘口）（3切）..................499円

中巻各種
（1本）..................................380円

リプトン イエローラベル
（50パック・1袋）..................380円

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

マルちゃん 赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば（101g）・おそば屋
さんの鴨だしそば
（98g）（各1個）......................108円

サトウ コシヒカリ ３食パック
（200ｇ×3・1パック）.............359円

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

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）.149円

【デリカ味彩】いわし磯辺フライ
（6個・1パック）....................280円

マルちゃん 焼そば
（150ｇ×3・1袋）..................139円

19月・20火限りのお買得
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

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

各日お1人様2点
先着100点限り

〈熊本県産〉糖度センサー選別
デコポン（1パック）..........499円

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

【デリカ味彩】こんがり焼きつくね
（卵黄風ソース）（4個・1パック）280円

タカノフーズ おかめツインパック
豆腐（絹/木綿/200ｇ×2・1パック）79円

写真はイメージです写真はイメージです

国産若鶏もも水炊き・唐揚げ用
（100g当り）..............................99円

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

永谷園 生みそ汁 あさげ徳用・
ゆうげ徳用（10食・各1袋）179円

〈静岡県産他〉レタス
（1個）..................................199円

〈アメリカ産他〉縞ほっけ開き
（2枚）..................................890円

【デリカ味彩】ぶり弁当
（1パック）............................350円

【コージーコーナ】ひなおうぎS
（一辺12㎝・3～4人分）..........2,808円

【文明堂】
ひなまつりカステラ特S号
（1個）............................................972円

【なだ万厨房】
ひなまつり弁当「ぼんぼり」
（約9.4×18×高さ10.5㎝［フタ含む］
/2段・1折）..............................2,268円

【シェ・レカミエ】
ひな菱デコレーション
（約縦18㎝×横24㎝）............3,600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

先着合わせて150点限り

先着合わせて100点限り

先着120点限り 先着200点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着200点限り

各日先着100点限り

17㈯・18㈰限り

※数に限りがございます。

朝市朝市

※日高店は20（火）が、店休日の為、19（月）のみの販売となります。ご了承くださいませ。

ひ
な
祭
り

ご
予
約
承
り

飯
能
店
＝
2
階
特
設
会
場

日
高
店
＝
1
階
特
設
会
場

飯 能 店 日 高 店
※日高店のみの販売となります。
ご予約期間：2/28（水）まで

※飯能店のみの販売となります。

19月・20火

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」2月17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」

2/17□土限り

2
月
の
店
休
日
の
ご
案
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