




※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。

飯能店からのお知らせ

日高店からのお知らせ

※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。お知らせ
10月20日（土）・ 川越まつり開催に伴う川越市内交通規制により、まるひろ川越店の駐車場は、すべてご利用いただけません。

ご不便をお掛けいたしますが公共の交通機関をご利用くださいませ。21日（日）の2日間
川越店からの

10/13（土） 14（日） 15（月）

【東信水産】北海道旬魚入り海鮮丼
（1折）..................................................................................980円 【東信水産】〈北海道産〉ほたて刺身（1パック）............................................................................498円 【東信水産】〈北海道産〉かれい切身（2切）..................................................................................580円

東川産ななつぼし
（5㎏）........................................................................ 1,980円

〈北海道産〉国産牛（交雑種）霜降りカルビ
焼肉用（100g当り）..........................................................680円 〈北海道産〉国産牛（交雑種）ももステーキ

（100g当り）.........................................................................480円〈北海道産〉国産牛（交雑種）肩切り落し肉
（100g当り）.........................................................................399円
【松田商店】大納言小豆
（500g）.............................................................................. 499円 【ストー】北海道産 紅ずわいがにフレーク（55g×4缶）・ほたて貝柱水煮割肉（40g×3缶）...各999円先着50点限り 先着50点限り

秋の
北海道直送市

秋の
北海道直送市

秋の
北海道直送市

■1階＝特設コーナー
（最終日は午後4時閉場）

日
替
り
特
別
提
供
品

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

開催中

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

〈青森県産〉泥ごぼう（カット）
（1袋）................................................99円

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

【デリカ味彩】さんま竜田
揚げ（100g当り）.....280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

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

サクラ印 純粋はちみつ
（700g・1本）..............699円

堀商店 
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

1,980円

愛たまご 深谷育ちのたまご
（10個・1パック）........179円

マンジョウ
濃厚熟成
本みりん（1ℓ）・
ミツカン 
純米料理酒（1ℓ）・
純米酢金封
（500㎖）（各1本）

.......299円

小岩井 生乳100%ヨ－グルト
（400g・1個）..............189円

国産牛（交雑種）ロースステーキ
（約200g・1枚）....................1,480円

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

刺身盛合せ6点盛
（1パック）.............................1,980円

本まぐろ入り握り寿司
（10貫・1折）.........................1,080円

10／13㊏・14㊐限定 カテゴリー割引セール

数量
限定

S&B 本生本わさび（43g・1箱）
　
明星 一平ちゃん夜店の焼そば
（135g・1個）

　
明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト（78ｇ×4・1パック）
マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180ｇ×3・1袋）

各日先着100点限り

先着200点限り

土・日限定

10／13土オープニングプライス

ガトーフェスタ ハラダ期間限定販売会

（国内産）黒毛和牛3割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

〈群馬県産〉やまと豚3割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引ハーゲンダッツ

店頭表示価格（税抜）より
レジにて4割引冷凍食品

店頭表示価格（税抜）より
レジにて

※一部商品を除く

グ－テ・デ・ロワ 化粧中箱
（2枚入×13袋・26枚）...................................................................1,080円

グ－テ・デ・ロワ 化粧小箱
（2枚入×7袋・14枚）.............................................................................626円 グ－テ・デ・ロワ 

ホワイトチョコレ－ト/簡易大袋
（10枚入）...............................................864円

■10/16㈫まで
■1階特設コーナー 

芳ばしい香りのフランスパンに、上質なバターなどを
使用して丁寧に仕上げたガトーラスク。サクサクとし
た食感と芳醇なバターの香りが至福の時間をお届け
します。

「グーテ・デ・ロワ」の芳醇なバ
ターの香りと、クリーミィーなホ
ワイトチョコレートが絶妙なハー
モニーを奏でます。

13（土）・14（日）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

99円均一99円均一

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈長野県産他〉白菜（1/4カット）

〈千葉県産他〉さつまいも（1本）

〈山形県産他〉にら（1束）

お1人様4本、先着800本限り

お1人様2点、先着100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

お1人様3点、先着100点限り

お1人様2点、先着100点限り

〈長崎県産他〉真あじ開き（1枚）

にぎり棒天（いか/たこ/ごぼう/玉ねぎ他/各1本）

国産若鶏もも肉（100g当り）
国産豚もも切り落し肉（100g当り）
【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り）
【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）

先着300点限り

先着各50点限り

先着100点限り

先着10㎏限り

先着10㎏限り

22ポイント食料品
10/13（土）は
日高店に限り

2018

10/13  ㊏
10/13 16

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。



※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。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

ご
予
約
承
り
ま
す

飯能店100セット限定お１人様１セット限り
日高店150セット限定お１人様１セット限り

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●友の会カウンター、サービスカウンターにて販売
 いたします。

※左記、大人のエンジョイサークル会員の方が
　ご購入いただけます。

今月は  10月15日（月） 販売！

1割
お得な予告食品売場でお買上げ

100円（税別）で
基本ポイントに対して
プラス0.5ポイント
付与されます。

このカードが対象です。▼

※詳しくは、飯能店／6階＝友の会カウンター、日高店／1階＝サービスカウンターまで。

食料品を
100円（税別）
お買上げで

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

ヤマサ 有機丸大豆の吟選しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1000㎖・各1本）.................299円

お1人様2点、先着100点限り

お1人様6個、先着300個限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様5点
先着300点限り

〈山形県産他〉長ねぎ
（1束）.................................199円

サイボク豚ロースうす切り肉
（100g当り）........................359円

サイボク豚もも切落し肉（250g・1パック） 〈静岡県産他〉かつおたたき刺身（解凍/1パック）

しめさば押し寿司（1パック）サイボク豚小間切れ肉（280g・1パック）

本まぐろ入り刺身4点盛
（1パック）....................1,390円

〈奈良県産他〉刀根柿
（1個）.......................................99円

〈熊本県産他〉極早生みかん（1袋）

〈青森県産他〉早生ふじ（3個）

サイボク豚バラうす切り肉
（100g当り）........................219円

握り寿司
（10貫・1折）........................880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

明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン/そのままおいしい
脂肪０/400g・各1個）.........139円

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

【デリカ味彩】ふっくら真あじの
大葉フライ（8個・1パック）280円

【デリカ味彩】さば味噌煮
（骨なし）（1パック）.........250円

【デリカ味彩】豚ヒレカツ重（2切増量）（1パック）

うさぎもち 切り餅一切れパック（1kg・1袋）

伊藤ハム キリクリームチーズ10P（180ｇ・1箱）

【デリカ味彩】焼き餃子各種（10個・1パック）

紅葉堂 切出しカステラ
（3切入・1袋）......................198円

味の素 
瀬戸の
ほんじお・
カップ印
白砂糖
（1㎏・各1袋）

..159円
（よりどり2点）

..300円

赤羽商店 瀬戸内産寿司焼海苔
（24枚・1袋）........................799円

お1人様2点
先着200点限り

お1人様1点
先着50点限り

お1人様1点
先着50点限り

お1人様5点
先着200点限り

〈長野県産〉えのき茸
（1袋）.................................100円

〈岩手県産〉南部どりもも肉
（100g当り）.........................179円

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

〈南アフリカ産〉グレープ
フルーツ（1個）..............108円

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

海鮮太巻き
（1パック）............................580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

【デリカ味彩】からふとししゃも
フライ（100g当り）...........168円

【デリカ味彩】海鮮しゅうまい
（6個・1パック）.....................280円

写真はイメージです

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

紀文 マリーン（4本×3・1パック）・
まろやか仕込み竹笛
（4本・1袋）（各1個）.............148円

でん六 小袋ミックスナッツ
（145g・1袋）........................259円

三幸製菓 ぱりんこ（36枚入）・
雪の宿（24枚入）（各1袋）139円

日清 密封チャック付フラワー粉
（1㎏・1袋）..........................189円

味の素 さらさらキャノーラ油
（1㎏・1本）..........................229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

〈長野県産〉ぶなしめじ
（1パック）...........................159円

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

〈長崎県産他〉真あじ開き
（2枚）..................................398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

国産豚味噌漬け
（1パック）..........................399円

〈ロシア・アメリカ産〉辛子明太子
（生食用）（約150g）........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

【デリカ味彩】チキンチーズ大葉
巻き（6個・1パック）............399円

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え（100g当り）.....180円

写真はイメージです

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

ヤクルト ヤクルト10本パック
（65㎖×10本・1パック）.......378円

でん六 個包装ピーナッツチョコ
（193g・1袋）.......................215円

あづま 国産中粒納豆
（40ｇ×3・1パック）....................99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

笛木醤油 金笛 春夏秋冬の
だしの素（1ℓ・1本）........599円

お1人様4点
先着合わせて
150点限り

14日（日）限定 499円均一

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

先着100点限り

先着100点限り

2018
ボージョレ・ヌーヴォー
2018
ボージョレ・ヌーヴォー

〈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

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。

クリスマスケーキ
受付場所 1階＝特設コーナー
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）

〈アンヴデット〉
ネージュ・ブランシュ
（直径約14㎝）

................5,184円

〈アンヴデット〉
ネージュ・ブランシュ
（直径約14㎝）

................5,184円

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。●食料品売場●食料品売り出し期間 土 火10/1610/13

14日限りのお買得

15月限りのお買得

16火限りのお買得


