
※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。

各店からのお知らせ

特別販売山陽本線／広島駅 北陸本線／福井駅

〈北海道産他〉秋鮭切身（甘塩）（1切）

さつまあげ各種（各1枚）

〈宮城県産他〉きざみめかぶ（100g当り）
国産若鶏もも肉（100g当り）

11／10土オープニングプライス　 99円均一11／10土オープニングプライス　 99円均一数量
限定

先着30点限り 先着36点限り 先着72点限り 先着100点限り 先着50点限り

先着20㎏限り

先着20㎏限り

先着10㎏限り

先着100点限り

先着300点限り

先着各50点限り

お1人様4本、先着600本限り

お1人様2点、先着100点限り

お1人様2点、先着100点限り

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈長野県産他〉ぶなしめじ
（約170g入・1袋）

〈長野県産他〉えのき茸
（約200g入・1袋）

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5点、先着300点限り

〈千葉県産〉ベビーリーフ（1袋）

〈青森県産〉国産にんにく（1個）

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
ゴールドキウイフルーツ（1個）

先着100点限り
先着200点限り

先着100点限り

先着100点限り

お1人様3点、先着150点限り

日清 から揚げ粉（100g・1袋）

明星 一平ちゃん夜店の焼そば
（135g・1個）

S&B 本生本わさび（43g・1箱）

お1人様2点
先着150点限り

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

〈埼玉県産〉
泥里芋
（1袋）..................380円

【大久保製茶】むさしの
（100g）.............1,080円

【葵の倉】海千楽
（14袋入）.........................................1,080円

夫婦あなごめし
（1個）.................1,150円

番匠本店 越前かにめし
（1個）.................1,300円

崎陽軒 
真空パックシウマイ
（15個入）.................620円

フリュイマンゴー
（1台）.............1,080円

フルーツショート
（1台）.............1,296円

【龜屋】小江戸の雁
（5個入）

......................994円

【笛木醤油】
醤油屋のせんべい
（200g・1袋）

..................299円

〈埼玉県産〉
小松菜
（1袋）..................150円

〈埼玉県飯能産〉
飯能地場野菜
ブロッコリー
価格は商品に記載

〈埼玉県飯能・日高産〉
飯能・日高地場野菜
葉付大根
価格は商品に記載

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

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

サイボク豚バラ
うす切り肉 
（100g当り）
............................269円

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）

メグミルク なめらかプリン
（70g×3・1袋）

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】フランクフルト各種（1本）

埼玉県産フェア埼玉県産フェアサイボクフェアサイボクフェア 埼玉県産野菜埼玉県産野菜

飯能店より 日高店より

写真はイメージです

◆10㈯～13㈫

パン＆スイーツフェア

ティラミス
パンケーキ
（1個）.....972円

パブロチーズ
タルト（直径約15㎝・
1個）.......900円

生食パン
（2斤）.....864円

塩大福
（5個入）

...............670円

アップルパイ2カット
（フレンチダマンド・イ
ングランドカスタード）

（1箱）.....864円
マジカル
チョコリング
（1個）.....648円

みずの グラニースミスアンティークアークイラ パブロ乃が美
10（土） 11（日）10（土） 11（日）

1階＝特設会場

新宿高野
期間限定販売
新宿高野
期間限定販売

有名駅弁
フェア
有名駅弁
フェア

■11/13（火）まで
■1階＝特設コーナー

■11/11（日）まで
■1階＝特設コーナー
各日午後6時までの販売

【日高・長澤酒造】
㊧高麗王 純米酒
（720㎖・1本）

..............1,048円
【飯能・五十嵐酒造】
㊨天覧山 純米吟醸
（720㎖・1本）

..............1,458円

※数に限りがございます。

※掲載以外にも多数取り揃え
　ております。
※ポイント対象外とさせていた
　だきます。

地元の酒 狭山茶 埼玉銘菓 埼玉銘菓 埼玉銘菓

2018

11/10  ㊏
11/10 13

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。

11/10□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」11月10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」



生活応援 プライス 食料品日替り特価市

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

※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。

11/10㈯・11㈰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

お1人様2点、先着100点限り

お1人様5点、先着500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6個、先着300個限り

お1人様2点、先着50点限り

お1人様1点、先着50点限り

お1人様2点、先着50点限り

お1人様計4点
先着合わせて
150点限り

先着50点限り

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）...........................49円

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

国産牛（交雑種）

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

写真はイメージです

本まぐろづくし 3点盛
（大とろ・中とろ・
赤身）（1パック）......1,500円

握り寿司
（12貫・1折）..............1,080円

愛たまご 深谷育ちのたまご
（10個・1パック）................179円

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

キッコーマン 濃いだし本つゆ
（1ℓ・1本）.........................298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

ハーゲンダッツアイスクリーム

堀商店
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

1,980円

写真はイメージです写真はイメージです

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

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

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

〈秋田県産他〉早生ふじ
（3個）...............................399円

（国内産）黒毛和牛

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

刺身盛合せ 6点盛
（1パック）.................1,980円 〈茨城県産他〉ピーマン

（1袋）...........................129円
国産豚ロース生姜焼き用
（100g当り）..................169円

本まぐろ入鉄火丼
（1折）...........................680円

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
キウイフルーツ
（グリーン）（1個）............99円

国産豚ロースうす切り肉
（100g当り）..................169円

【デリカ味彩】いわし磯辺
フライ（6個・1パック）280円

明治 コーンソフト
（300g・1個）................................................158円 味の素 さらさらキャノーラ油

（1㎏・1本）..................................................198円

〈長野県産他〉白菜
（1/4カット）...................129円

国産豚ロース味噌漬け
（1パック）.....................399円

〈香川県産他〉ぶり切身
（養殖/2切）..................498円

【デリカ味彩】埼玉県産里芋
コロッケ（3個・1パック）250円

明治 十勝カマンベール
（90g・1箱）...................299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

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）...........................108円

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

〈アイルランド産他〉赤魚
粕漬け（2枚）............398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

丸広 彩の国豆腐
（絹/木綿/350g・各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）..............199円

本まぐろ入握り寿司
（10貫・1折）..............1,280円

【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ
（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

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）.............189円

明治 おいしい牛乳
（900㎖・1本）...................229円

日清 カップヌードル
（しょうゆ・77g/シーフード・75g/

カレー・87g/各1個）..........129円

うさぎもち 切り餅一切れパック
（1㎏・1袋）........................499円

〈秋田県産他〉長ねぎ
（1束）...............................199円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）199円

〈チリ産〉銀鮭切身（甘口）
（養殖/1切）.....................180円

ブルドッグソース（ウスター/中濃/
とんかつ/300㎖・各１本）....159円

〈長崎県産〉味まるみかん
（Mサイズ・1袋）................499円

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

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え（100g当り）....180円

〈北海道産〉玉ねぎ
（1袋）...............................159円

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）149円

〈韓国・太平洋沖他〉まぐろ
ぶつ切り（1パック）......480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

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

〈山形県産〉ラ・フランス
（2個入・1パック）..............399円

〈岩手県産〉南部どりむね肉
（100g当り）.............................99円

〈インドネシア産他〉天然ホワイト
海老（10尾）....................980円

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

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 3割引

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

ご
予
約
承
り
ま
す

クリスマスケーキクリスマスケーキ

〈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
※表示価格は、お値引き後のお値段です。

おせちおせち

各日先着100点限り

2018
ボージョレ・ヌーヴォー
ご予約明日まで！

まるひろ
オリジナル

11月15日（木）解禁

◆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。

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 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）

おせち・ケーキの
電子カタログは
こちらからご覧
いただけます。    

⬅

写真はイメージです

お1人様1点、先着50点限り

お1人様2点、先着100点限り

お1人様1点、先着50点限り

〈まるひろ〉
まるひろオリジナル
「彩」《いろどり》おせち
和洋三段重
（27品目 約3～4人前/
21.8×21.8×5.6㎝×3段）

.....................21,600円

早期
割引き

早期
割引き

このマークの商品は、
11/30㈮までの
ご予約で5％OFF〈パレスホテル 大宮〉

ノエルルージュ
（長さ約15×15㎝）

..........................5,400円

※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。

10
土
限
り
の
お
買
得

※数に限りがございます。

11
日
限
り
の
お
買
得

※数に限りがございます。12
月
限
り
の
お
買
得

※数に限りがございます。13
火
限
り
の
お
買
得

土 火　11/1311/10食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店）

●食料品売場●食料品売り出し期間

午前10時～正午12時までのお買得

午前10時～正午12時までのお買得

午前10時～正午12時までのお買得

22
ポイント

食料品


