
※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
より

日高店
より

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

写真はイメージです

20点限り20点限り

10点限り10点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様1点
先着100点限り

先着120点限り

先着10㎏限り

【オリジナル】
赤羽商店 瀬戸内産寿司
焼海苔
（24枚・1袋）.............699円

にんべん つゆの素・
白だし
（1000㎖・各１本）....399円

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
にんべん フレッシュパック
ソフト増量（4.5g×
8袋＋1袋・1パック）......299円

明治 スライスチーズ・
とろけるスライスチーズ
（7枚・各1個）...........159円

セルフマート ベストセレクションセルフマート ベストセレクション

マンジョウ 濃厚熟成
本みりん
（1000㎖・1本）........300円

11/17㈯～20㈫

刺身盛合せ 6点盛
（3切×6点・1パック）............1,080円

本まぐろ中とろ入り握り寿司
（8貫・1折）...................................980円

〈青森県産〉国産にんにく
（1個）.............................99円

〈愛媛県産〉糖度センサー選別
ノーワックスみかん
（2Lサイズ21玉入・1箱）1,080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

丸彦製菓 うまい煎
（8枚入）..................199円

キッコーマン
飲料 
調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・
各1本）

...189円

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

サクラ印 
純粋はちみつ
ポリ（700g）・
はちみつ
ブルーベリー
（650g）
（各1本）

....699円

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

国産牛（交雑種）

マルちゃん
赤いきつね
うどん（96g）・
緑のたぬき
天そば（101g）
（各1個）

...108円

冷凍食品
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 3割引店頭表示価格（税抜）

よりレジにて 4割引※一部商品を除く

有紀 ＭＣドレッシング
（フレンチ/中華/イタリアン/150㎖・各1本）
丸広 一等小麦粉100%使用
パン粉（230g・1袋）
楽陽 レギュラーポーク焼売（12個・1箱）
メグミルク なめらかプリン
（70g×3・1パック）
森永 マウントレーニア カフェラッテ
（カフェラッテ/エスプレッソ/ノンシュガー/
クリーミーラテ/カフェドマロン/25種の豆の
スペシャルブレンド/240㎖・各1本）

〈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）

〈千葉県産〉ベビーリーフ（1袋）

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

お1人様2点、先着100点限り

国産若鶏もも肉（100g当り）
〈岩手県産〉南部どりササミ肉（100g当り）
〈三陸産他〉さんま開き（1枚）

にぎり棒天（いか/たこ/ごぼう/玉ねぎ他/各1本）

【デリカ味彩】骨なしフライドチキン
（1個）
【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

数量
限定

11／17土オープニングプライス
99円均一99円均一

新宿高野 期間限定販売会新宿高野 期間限定販売会 ◆11/20（火）まで
◆1階＝特設会場

ゴールデンベア ベスト各種..   　　　　3,240円 ゴールデンベア シャツ各種..   　　　　2,160円

丸首
セーター
各種
1,620円

裏起毛
トレーナー
各種
...1,620円

メンズカジュアルバーゲン好評開催中・土日限定セール
◆11/20(火)まで開催　◆２階＝特設会場（最終日は午後２時まで）

17日（土）限定セール 18日（日）限定セール17日（土）限定セール 18日（日）限定セール

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 紅玉りんごのごろごろパイ

（1台）................................................864円

フリュイ
デセール
（1台）
...........1,296円

ミヤト製菓 鬼平糖（290ｇ）・
錦糸堂 和半生ミックス
（275ｇ）・
三祐食品 ジャムサンド
（195ｇ）
（各1点）　　　　よりどり2点

...299円　...499円

全
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

17㈯・18㈰限り

11/17 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。

2018

11/17  ㊏

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」

11/17土限り



※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

写真はイメージです

お1人様0点
先着000点限り

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

お1人様2点、先着100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1点、先着50点限り

お1人様2点、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5点、先着100点限り

先着30点限り

先着20点限り

先着200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

〈長野県産他〉白菜
（1/4カット）.......................100円

牛・豚・鶏各畜種 切り落し・
小間切れ〈スペイン産他〉天然本まぐろ

中とろ刺身
（解凍/7切・1パック）........980円

紀州小橋 紀州産つぶれ梅 
蜂蜜８％・しそ漬け13%
（250g・各1パック）...........499円 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〈秋田県産〉訳ありりんご（傷の為）

（約5㎏入・1箱）........1,080円
〈群馬県産〉黒毛和牛本まぐろ中とろ入握り寿司

（20貫・1折）..............2,580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

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）...399円

JA全農たまご ピュアテイスト
（10個・1パック）................179円

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

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

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）...........................49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）（4個）.........399円

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

〈チリ産〉銀鮭切身（甘口）
（養殖/2切）.....................398円

メグミルク ナチュレ恵
（プレーン/脂肪0/
400g・各1個）..................129円

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）..................299円

〈アメリカ産他〉銀だら切身
（2切）............................680円

国産若鶏もも水炊き・
唐揚げ用（100g当り）....99円

【デリカ味彩】ソース焼きそば
（1パック）......................250円

永谷園 あさげ徳用・ゆうげ
徳用（10食入・各1袋）199円

〈南アフリカ産〉グレープ
フルーツ（1個）........108円

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

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

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

〈群馬県産他〉春菊
（1袋）............................159円

まぐろづくし握り
（1折）............................780円

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

【デリカ味彩】ぶり照り焼き
弁当（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

【デリカ味彩】タルタル風味の
一口まぐろカツ
（10個・1パック）.............299円

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

味の素 コンソメ
（7個・1箱）..........................99円

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

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

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

〈インドネシア産他〉生むき
えび（1パック）...............480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

金笛 春夏秋冬だしの素
（1000㎖・1本）.................599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

ご予約承り中

明治 コーンソフト
（300g・1個）.....................159円

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

お歳暮ギフトセンター
好評開設中 クリスマスケーキ おせち

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）

〈パティスリーサト〉
ミルフォイユ・オ・
ショコラ
（長さ約12×12㎝）

............3,980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

〈埼玉県産〉
泥里芋
（1袋）

......380円

【デリカ味彩】
国産牛肉と
3種の野菜
入りビーフ
シチュー
コロッケ
（5個・1パック）

.......280円

【デリカ味彩】
小えびと
里芋の
揚げ団子
（6個・1パック）

.......350円

【たごさく】
あかつき
弁当
（1折）

.......756円

しじみちゃん
本舗
しじみ
みそ汁
（8食・1袋）

1,290円

〈兵庫県産他〉
ボイル
ずわいがに
生食用
（1パック）

1,580円

旬魚入り
握り寿司
（12貫・1折）

1,280円

18日 サンデー旬のこだわりセレクション

お1人様2点
先着100点限り

〈青森県産〉
よっちゃん
りんご
（1袋）

......599円
お1人様2点
先着100点限り

◆12月21日（金）まで （最終日は午後4時閉場）
◆飯能店＝2階特設コーナー　◆日高店＝1階特設コーナー

乗り換えキャンペーン 
◆12月21日（金）まで
期間中、2018年の他社ギフト申込書をご持
参の上、新規にお歳暮ギフトセンターにて
10,800円以上お買上げでご配送のお客様
に「まるひろポイント1000ポイント」をプレゼント
いたします。

お買上げ特典 
◆11月30日（金）まで
各店お歳暮ギフトセンターにて10,800円（税込）以上お
買上げの、まるひろ友の会・Mクラブカード・スターカード
（リーダース・チェリー）各会員様、全店合計先着
5,000名様に、「まるひろオリジナルトートバッグ」を差し
あげます。

【銀座新之助
貝新】
まるひろ
オリジナル
山中塗重箱入 和洋二段重
（34品目 約3人前/18.5×18.5×4ｃｍ×2段）..16,200円

【銀座新之助
貝新】
まるひろ
オリジナル
山中塗重箱入 和洋二段重
（34品目 約3人前/18.5×18.5×4ｃｍ×2段）..16,200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

限定150点

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11/20

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

19
月
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

18
日
限
り
の
お
買
得

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

20
火
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

11/17


