
※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。

24（土）・25（日）限り24●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

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

〈愛媛県産他〉キウイフルーツ
（グリーン）（4個）.........399円

【デリカ味彩】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）...280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

産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・1袋）

1,980円

3／24土オープニングプライス　 99円均一

24土限りのお買得

数量
限定

中とろ入り刺身盛合せ 
3点盛（1パック）......1,190円

国産牛（交雑種）肩ロース焼肉用
（100g当り）........................880円

先着100点限り

各日先着100点限り

先着200点限り

〈茨城県産〉ピーマン（1袋）〈青森県産〉国産にんにく（1個）

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本） 〈熊本県産他〉トマト（1個）

〈岩手県産〉南部どり赤かしわ
むね肉（解凍/100g当り）〈韓国産他〉真あじ開き（1枚）

【デリカ味彩】フランクフル
ト各種（1本） タカノ 絹美人（150ｇ×3・1パック） 味の素 コンソメ（7個・1箱）

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）

先着200点限り先着120点限り

先着100点限り

先着300点限り
〈岩手県産〉南部どり
ささみ肉（解凍/100g当り）

〈北海道産他〉秋鮭切身
（甘口）（1切）

【デリカ味彩】骨なしフライド
チキン（1個）

明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト（78g×4・1パック）

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100点限り

丸彦製菓 だんらん おかき煎
（はちみつ/うに/15枚・各１袋）.......599円

でん六 小包袋ピーナッツチョコ
（193g・1袋）...............................249円

湖池屋 ポテトチップス
（のり塩/リッチコンソメ/
うす塩/28ｇ×5入・各1袋）...........249円

小岩井
生乳100％
ヨ－グルト
（400g・1個）

........189円

マルサンアイ 
豆乳グルト
（400g・１個）

..........199円

岩崎 
川越小町
あんみつ
（130g・１個）

.........259円
【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5枚・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】照焼きチキンピザ
（1パック）...................................599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）

.........1,098円

霧島酒造
黒霧島
25度パック
（1.8ℓ・１本）

.....1,578円

お1人様計3点先着合わせて200点限り

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

...399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

リプトン 
イエロー
ラベル
（50パック・1箱）

....399円

にんべん 
つゆの素・
白だし
（1ℓ・各1本）

...399円

サトウ 
コシヒカリ
3食パック
（200g×3・1パック）

....399円

朝日 
えごま油
（170ｇ・1本）

...699円

一般食品・和洋酒・お惣菜 ベストセレクション一般食品・和洋酒・お惣菜 ベストセレクション ◆24（土）～27（火）

新杵屋 牛肉どまん中
（1個）...............1,250円

新杵屋 三味牛肉どまん中
（1個）...............1,350円

番匠 越前かにめし
（1個）...............1,250円

番匠 黄金のウニ・かに合戦
（1個）...............1,380円

稚内駅立売 うに壺
（1個）...............1,380円

稚内駅立売 牛帆立弁当
（1個）...............1,230円

こばやし 網焼き牛たん弁当
（加熱式）（1個）1,050円

こばやし 牡蠣と炙り煮あなご
弁当（1個）......1,100円

淡路屋 ひっぱりだこ飯
（1個）...............1,080円

淡路屋 神戸のステーキ弁当
（1個）...............1,250円

淡路屋 春のすきやき御飯
（1個）...............1,080円

旭川駅立売 かきべん
（1個）...............1,100円

こばやし 味噌仕立て牛たん
弁当（1個）.....1,050円

淡路屋 春旬たけのこ御飯
（1個）...............1,000円

奥羽本線 米沢駅 奥羽本線 米沢駅 北陸本線 福井駅 北陸本線 福井駅 宗谷本線 稚内駅 宗谷本線 稚内駅

東北新幹線 仙台駅

根室本線 釧路駅

東北新幹線 仙台駅 東北新幹線 仙台駅 山陽本線 西明石駅 東海道本線 京都駅 山陽新幹線 新神戸駅 山陽新幹線 新神戸駅

※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。
※駅弁は鮮度保持のため連日午後6時までの販売となります。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

●駅弁は全てポイントサービスの対象外となります。
3/24（土）～25（日）
◆1階＝特設コーナー全国有名駅弁フェア全国有名駅弁フェア

2018

3/24  ㊏
3/24 27

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。

3/24□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」3月24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



※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。

●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3/27食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店） 3/24

〈埼玉県川越市産〉産地直送
ほうれん草（1束）.........159円

〈群馬県産〉やまと豚もも切り
落し肉（100g当り）..........139円

〈チリ産他〉銀鮭切身（ふり塩）
（養殖/1切）........................180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

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

お1人様2点
先着200点限り

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

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（600g・1本）..........599円

丸広 彩の国豆腐
（きぬ/もめん/350g・各1パック）...79円

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（1個）..................................150円

国産若鶏もも唐揚げ用肉
（100g当り）.........................108円

〈岩手県産〉南部どりもも
唐揚げ肉（100g当り）....179円

中巻各種（ねぎとろ・鉄火・穴子他）
（1パック）............................350円

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

フジパン 本仕込み食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）......129円

【デリカ味彩】彩りしんじょのかに
風味あんかけ
（5個・1パック）....................280円

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

お1人様5点
先着200点限り

先着合わせて100点限り

各日先着50点限り各日先着50点限り

各日先着30点限り

先着50点限り先着50点限り

26●限りのお買得26月限りのお買得

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）..............................79円

〈マルタ産他〉本まぐろ中とろ
刺身用柵
（養殖/解凍/100g当り）...1,080円

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）......399円

お1人様2点限り

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

お1人様2点
先着200点限り

森永製菓 ミルクココア
(300g・1袋）........................299円

マンジョウ 芳醇本みりん
（1000㎖・1本）....................299円

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

サントリ－ ザ・プレミアムモルツ
（350㎖×6缶・1パック）1,358円

〈青森県産他〉サンふじ
（4個入・1袋）......................499円

国産牛（交雑種）肩切り落し肉
（100g当り）.........................399円

国産牛（交雑種）もも切り落し肉
（100g当り）.........................399円

握り寿司
（12貫・1折）........................990円

【デリカ味彩】昆布サバ
（薄醤油仕立て）（1パック）..280円

グリンリーフ 糖しぼり大根
半割り（1袋）...................299円

お1人様2点
先着100点限り

25●限りのお買得25日限りのお買得

〈愛知県産他〉トマト
（1袋）..................................299円

漬け魚セット（鮭・さわら・さば・赤魚）
（4切）..........................1,080円

【デリカ味彩】ひとくちイカフライ
（100g当り）.........................148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

ミツカン 純米料理酒
（1000㎖・1本）....................299円

永谷園 生みそ汁 あさげ徳用・ゆうげ
徳用（10食・各1パック）......199円

明治ブルガリアのむヨーグルトＬＢ８１
プレーン（900g・1本）........179円

〈熊本県産〉糖度センサー選別
デコポン（1袋）...............599円

サイボク豚ももうす切り肉
（100g当り）.........................199円

国産若鶏むね肉
（100g当り）..............................49円

握り寿司
（8貫・1折）..........................798円

【デリカ味彩】さば味噌煮
（骨なし）（1パック）........250円

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

岩下 新生姜ボリュームパック
（150g・1袋）........................299円

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

〈愛媛県産他〉清見オレンジ
（1袋）..................................499円

〈佐賀県産他〉国産アスパラ
（1束）..................................199円

〈アメリカ・ロシア産〉たらこ
（甘口・切子）（1パック）...399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

各日お1人様2点
先着100点限り

各日お1人様2点
先着50点限り

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

テーブルランド なめ茸
（120g・1個）.............................79円

ヤスダ 
バラエティ
セット
（500㎖×4本・
1セット）

1,080円

お1人様2点
先着100点限り

お1人様2点
先着200点限り

27●限りのお買得27火限りのお買得

25（日）限定

【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

味の兵四郎
あご入り
兵四郎だし
（270g・1パック）

....1,944円
長崎産のあご(飛
び魚）をはじめ、
さば節やかつお
節、いわし煮干し
、昆布、椎茸の6
種類のだし素材をブレンドしました。

天然醸造のはつ
かり醤油をベース
に使用した炊き込
みご飯の素です。

松本醤油
炊き込み
ご飯の素
たけのこ
２合用
（90g）

...........486円  

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳(1000㎖・各1本）189円

1階特設コ－ナ－　3月27日（火）のみの販売　※午前11時からの販売となります。 飯能店のみの販売となります。

ハーゲンダッツ
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

3割引
〈岩手県産〉南部どり
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

3割引
〈群馬県産〉やまと豚
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

3割引
※一部商品
　を除く冷凍食品

店頭表示価格（税抜）より
レジにて

4割引

割引セール割引セール

※数に限りがございます。午前10時～正午12時までのお買得26月・27火限定

3/27（火）は旧暦「初午」3/27（火）は旧暦「初午」農業の神が、初午の日に伊奈利山（いなりやま）
へ降臨された日とされ、そこからいなり寿司を
食べるようになったといわれています。
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