
※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。

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

2018

12/19水入間店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒358-0003 入間市豊岡1-6-12 04（2963）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時30分

まるひろMクラブカードはセール品でも「100円（税抜）のお買物で1ポイント」
まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。
まるひろMクラブカードはセール品でも「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

まるひろMクラブカード会員様
12/19□・23□□・24□□限り水 日 月 振祝

セルフマート・
生鮮品・【デリカ味彩】 ポイントフェア2

婦人服 リビング服飾雑貨 紳士服

※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。
※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかとなります。
※対象商品は一部除外もあります。詳しくは係員におたずねください。

■12月25日（火）まで
■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。
　※対象売場は販売員におたずねください。

キャンペーン

期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用になる場合、
分割手数料はまるひろが負担いたします。
                             スターカード（リーダース・チェリー）、
まるひろMクラブカード［クレジット機能付］、
アトレMクラブカード

まるひろ分割払い無金利開催
無金利！

期間限定！！ 手数料はまるひろが負担します。 

キャンペーン対象カード

3
おトク

2019.1月、まるひろスターカードデビュー！

1月～12月のお買上げ合計によって、翌年のポイント
付与率が変わります。

ポイント付与
最大 10%！

初年度

無料！年会費2
おトク

おトク

1
カード提示で有料駐車場 さらに1,000円

お買上げで
4時間無料。無料！2時間

年間お買上げ総額に応じてポイント
付与率アップ！ ●年会費：1,000円＋消費税。

次年度以降クレジットカードの
ご登録口座よりお引き落しさせて
いただきます。
●承り場所：
  3階=Mクラブカウンター

※アトレマルヒロは
　対象外となります。

※対象外売場・商品がございます。

※JCB、アメリカンエキスプレスは対象外
　となります。

 500円分
プレゼント！

まるひろスターカード
Visaご入会で
クレジット払い
専用お買物券

新会員
募集中

【3階＝寝具】
3,240円

　あったか
パッドシーツ
（Sサイズ／吸湿発熱）

20点限り

【3階＝紳士・婦人肌着】
2,160円

　紳士・婦人
パジャマ各種
各20点限り

【2階＝ウィークエンドスタイル】
3,240円

　婦人ニット各種
10点限り

【1階＝婦人靴】
5,400円

　婦人ブーツ各種
20点限り

【3階＝タオル】
2,160円

　トイレタリーセット
（スリッパ・マットセット）

20点限り

【3階＝紳士雑貨】
2,160円

　紳士手袋
20点限り

【2階＝ウィークエンドスタイル】
5,400円

　婦人コート
10点限り

【1階＝ハンドバッグ】
2,160円

　婦人ハンドバッグ
各種
20点限り

※写真は一例です。※写真は一例です。

※数に限りがございます。

※写真はイメージです。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。
※写真は一例です。

※色・柄は一例です。

【ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
婦人カジュアルバッグ各種

【婦人靴下】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
ルームソックス・ルームシューズ
各種

オトクな毎日が
続きます！ 替日 り ★各階にて開催

1階＝服飾雑貨

【ウィークエンドスタイル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円
婦人リバーシブルベスト

【婦人服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円
婦人ニット各種

【婦人服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10,800円から
婦人コート各種

2階＝婦人服

【紳士・婦人肌着】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円
紳士アンゴラ入り両面起毛肌着

3階＝紳士服・肌着

【家庭用品】
1,512円から

〈マンハッタナーズ〉
ランチ＆トレー各種
［一例として］ トレー

【寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　27,000円

羽毛掛けふとん
（詰物（1.2kg）：フランスWD90％、

側地：ポリエステル85％・綿15％）

3階＝リビング

【3階＝家庭用品】
1,080円

　〈タニタ〉デジタル
クッキングスケール
（最大軽量2kg・最小表示1g）

30点限り

【3階＝紳士服】
3,240円

　紳士中綿ブルゾン
15点限り

【2階＝婦人服】
5,400円

　婦人中綿コート
20点限り

【1階＝婦人雑貨】
3,240円

　ファー各種
30点限り

【3階＝家庭用品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,620円

　NEW 贅の極
すき焼き鍋26cm
（IH対応・ブルー
ダイヤモンドコート） 15点限り

【3階＝紳士肌着】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　756円
　紳士防寒肌着

各30点限り

【2階＝婦人服】
7,560円

　婦人ダウンコート
20点限り

【1階＝婦人雑貨】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　972円

　タイツ各種
（80D）

（110D）
50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　756円50点限り

22 土 23 祝
日

● 24 振
月 25 火

●

【紳士服】
3,240円

紳士ハーフジップセーター
（アクリル100％）

〈ハウスオブローゼ〉
厳選アイテム75品目を
ご愛顧の
感謝の気持ちを込めて
2019年１月31日（木）まで
特別価格にて
販売いたします。

手打ちのハガネ造りにこだわり、包丁本来の
「切れ味」に重点を置いた刃物の期間限定
販売です。

堺の包丁
圭里刃物包丁研ぎと販売会

◆12月19日（水）～24日（月・振）
◆3階＝家庭用品

ヤマノミュージックスクール
入間講師による Christmas Live
～ヴァイオリンとサックスのアンサンブル～

〈ハウスオブローゼ〉
ウインタースペシャルセール
◆12月21日（金）～2019年 1月31日（木）

◆3階＝ハウスオブローゼ

有名ブランド特別セール

▶講師：木村 泰子さん
（サックス）

◀講師：片岡 美紀さん
（ヴァイオリン）

観覧
自由

★12月25日（火）まで ★各階にて開催

★12月24日（月・振） ①正午12時から ②午後2時から
★6階＝バンケットホール

〈エニィファム〉キッズフェア
★12月25日（火）まで ★1階＝エニィファム

,
18 　Maruhiro

ChristmasFair
,18 まるひろ クリスマスフェア

ムーミンタオルハンカチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
ムーミンルームソックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円
大人かわいいムーミン雑貨を集めました。

花柄コート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,549円

リバーシブルコート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,469円

期間中、キッズ商品を
3,000円以上お買上げ
いただいたお客様は
「お菓子」が当たる
ガチャガチャに
挑戦していただけます。

【1階＝婦人雑貨】

〈パトリックコックス〉
長財布
（合成皮革×牛革）
・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

金運アップが期待できる
メタリックカラー。
上品でシックな
カラーバリエーションが
人気のシリーズ。

2つ折り財布
（合成皮革×牛革）
・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

【1階＝婦人雑貨】

〈ワコール〉毛パン
（足首丈／
アクリル70％・ナイロン28％・
ポリエステル1％・
ポリウレタン1％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円

おうちでほっこりできる
パンダ柄のふわふわパンツは
クリスマスギフトに最適です。

【2階＝ワコール】

〈ドリームライト〉
①フラワーガーデン
ノーブレス
（11×11cm）・・・・・・6,480円

ドイツならではの高い品質を
誇るハンドメイドの
キャンドルホルダー。
インテリアのアクセントとして
お楽しみいただけます。

②リトルローズ
ポディウム
（11×6cm）・・・・・・・・4,320円

【3階＝ギフトプラザ】

エコファー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円 絵本各種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円より

人気のエコファーにパールがついて華やかさをプラス。
プレゼントにもおすすめです。

【1階＝婦人雑貨】

〈タケオキクチ〉紳士マフラー
（毛100％／ピン付・ギフトBOX付）・・・・・・・・11,880円

刺繍がポイントのマフラーです。

【3階＝紳士雑貨】

①婦人タートルネックセーター
（カシミヤ100％／M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円
②婦人クルーネックカーディガン
（カシミヤ100％／M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,772円

軽くて暖かいカシミヤのニットが手洗い可能で登場。
ギフトに最適な1枚です。

【2階＝婦人服】

お子様はもちろん、大人も楽しめるクリスマスに
おすすめの絵本。プレゼントにもおすすめです。

【6階＝紀伊國屋書店】

〈ユミカツラ〉紳士ケーブル編みハーフジップセーター
（毛80％・ナイロン20％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

イタリアのラネロッシ社製ウールを使用。軽量でふわふわとした肌触りが
特徴です。

【3階＝紳士カジュアル】

※小学生以下のお子様対象

転写プリントサービス
バッグオーダー会

クリスマスイベント

★12月25日（火）まで
〈最終日は午後4時終了〉

★1階＝エンジョイスペース

バッグ
（大：横33×縦35×マチ10cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円

お気に入りの写真で作る
オリジナルバッグです。
※お渡しまでに1～2ヵ月かかります。

①

②

① ②

21 金20 木
●19 水

★12月19日（水）～25日（火）
★各階にて開催

ウィンタースペシャルセール

期間中ご自宅の刃物の
研ぎを承ります（有料）
〈最終日：研ぎ承り午後1時終了〉

15点限り 20点限り

30点限り30点限り 20点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
婦人アンゴラ混入り肌着

10点限り

12/21金～25火
〈最終日は午後5時閉場〉

◆7階催場50～20％OFF

衣装・美容・着付け・記念写真が
すべて揃った6万・7万・8万円
プランが大好評です。　　

着物、袴のみの
単品レンタルも承ります。

レンタル卒業袴 展示ご予約会
◆2019年 3月3日（日）まで
◆3階＝レンタル
　コーディネイト「マイム」

Present
レンタルプランをお申込みのお客様に
「肌着・足袋・髪飾り」を差しあげます。



※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。 ※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。

※ポイントは本体価格で計算させていただきます。※一部除外品もございます。
※他の割引ご優待との併用はできません。※詳しくは係員におたずねください。 

まるひろMクラブカード会員様

12/19□水 23□日・ 24□・祝
月
振
限
り ポイントフェアセルフマート・
生鮮品・【デリカ味彩】 2 　　　　　　　

左記期間中は「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」
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」

□ □

※写真はイメージです。

彩の国から冬の贈り物
2018 まるひろのお歳暮

お歳暮
ギフトセンター
好評開設中！
◆12月21日（金）まで〈最終日は午後4時閉場〉

◆6階催場

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。Kobaton

おせちの電子カタログはこちらからご覧いただけます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

【京都 マノワール】
洋風おせち個食（2折）
（24品目 2人前／
15.7×20.8×4.6cm×2折）

■　おせち配送承ります。（埼玉県内のみ）■　おせち配送承ります。（埼玉県内のみ）

※お品代はご予約の際、または12月22日（土）までにご来店にてお願い
いたします。※数に限りがございますので、お早めにご予約くださいませ。

12月31日（月）の配送も承ります。
（送料税込756円）

ご予約承ります。
◆地階＝名店

ご予約受付
お渡し

12月22日（土）まで
12月31日（月）〈午前11時から午後5時〉

【ヨックモック】数量限定品
◆地階＝名店 ※数に限りがございます。

試食販売会 おせち販売◆地階＝食料品

セルフマートベストセレクション
◆12月19日（水）～24日（月・振） ◆地階＝食料品

お肉・お魚 特別限定品
◆12月23日（日・祝）・24日（月・振）限り ◆地階＝食料品

◆12月19日（水）～31日（月） ◆地階＝食料品12月22日（土）は冬至です。
◆12月22日（土）限り ◆地階＝食料品

プティシガール
（20本入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【フロ プレステージュ】
トナカイのチョコカスタードケーキ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・590円

クッキーアソート
東京缶
（20個入）・・・・・・1,404円

二十四節気では、冬至の日は「ん」の付く物（南瓜など）を
食べると運気が上がりゆず湯が厄を除けるとされて
います。開運や健康への願いを込めて。

・・・・・159円

〈高知県産〉
ゆず
（1個）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・59円

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・399円
〈フィリピン産〉
ゴールデンパイン
（1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219円

明治デザートホイップ
（250㎖）

【フロ プレステージュ】
ブッシュド・ノエルフレーズ（約15cm）・・・・・・・・・・・・・3,600円

22日（土）からの販売となります。

【新宿高野】フレーズロゼ（直径約15cm）・・・・・・4,320円

23日（日・祝）・24日（月・振）のみの
販売となります。 【デリカ味彩】

南部どりローストレッグ（塩・醤油／各1本）・・・・・・・・・・750円
【麻布あさひ】クリスマスバーレル
（フライドチキン3本・手羽元5本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・999円

【デリカ味彩】南部どり
ロースト丸鶏（1羽）・・・3,500円

23日（日・祝）～25日（火）のみの販売となります。

22日（土）～25日（火）のみの販売となります。

【アンデルセン】
マンデルシュトレン
（長さ約9×18cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

【西洋銀座】
クリスマス 西洋モンブラン
（直径約16cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

【デカダンス ドュ ショコラ】
ノエルシャンティ
（長さ約11×13cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,759円

23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。

【浦和ロイヤルパインズホテル】
苺のショートケーキ
（直径約15cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。

【ハイアット リージェンシー東京】
クリスマスショートケーキ
（長さ約8×12cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。

【ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ】
クリスマスファンタジー
（長さ約8×12cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円

23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。

【デメル】
トリュッフルトルテ
（直径約15cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,968円

23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。
※ご利用の2日前までにご予約ください。

【モロゾフ】クリスマス
ストロベリーショートケーキ
（直径約12.5cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

【肉処せんや】
〈国内産〉牛ローストビーフスライス
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,280円

【サイボク】
スモークショルダースライス
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・497円

【フロ プレステージュ】
8種のスパイス香る骨付き
タンドリーチキン（1本）・・・・・・・・・・・・・530円

【和幸】クリスマスオードブル
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,780円

【フロ プレステージュ】
トリュフ薫る鴨と彩り野菜のサラダ
（サラダ100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・529円

【塩干コーナー】
王子サーモン パーティスライス
（120g入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【デリカ味彩】
照り焼きチキンピザ
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円
①〈フランス〉
ニコラ・フィアット 
セレクション・ブリュット 
シャンパーニュ
（750㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,880円

③〈イタリア〉
グランディ・コルディス 
ランブルスコ・ドルチェ
（750㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

②〈イタリア〉
サンテロ アスティ・セッコ958
（750㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円

【麻布あさひ】
奥の都どりモモ焼き
（タレ・塩／各1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。 23日（日・祝）・24日（月・振）のみの販売となります。 22日（土）からの販売となります。 22日（土）からの販売となります。

【トップス】
チョコレートケーキ レギュラー
（約18.5×6.1cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※12月20日（木）からの販売となります。
■ 鈴廣 上小板（紅・白／各260g）・・・・1,260円1

■ 鈴廣 伊達巻ハーフ
（280g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
2

■ 紀文 錦玉子
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・990円
3

■ 紀文 年神様おもてなしセット元旦
（6品入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,150円
4

■ 石井食品 日高市産 新栗きんとん
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,390円
5
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

味の素 
さらさらキャノーラ油
（1kg・1本） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引

冷凍食品（一部商品を除く）
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引
ハーゲンダッツアイスクリーム
店頭表示価格（税抜）より
レジにて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・678円

【サイボク】
ポークウインナー
（216g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【デリカ味彩】
広島県産 カキフライ
（7個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚ロース全品
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・498円

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭切身
（養殖／3切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

【サイボク】
豚かんたん焼肉用
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】
おつまみチーズ巻
（9本）

159円

〈埼玉県産〉深谷ねぎ
（1袋）

・・・・・・・1,080円

【塩干コーナー】〈北海道産〉
いくら醤油漬け
（80g・1パック）

・・・・・・・・・・680円

【東信水産】〈愛媛県産〉
真鯛刺身
（養殖／1パック）

・・・・・・・・・各239円

キッコーマン いつでも
新鮮しぼりたて生しょうゆ・
味わいリッチ減塩しょうゆ
（各450㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

【肉処せんや】
黒毛和牛モモうす切り
（100g当り）

21金20木
● 25火

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・528円
【サイボク】あらびきウインナー
（145g） 各179円

キユーピー マヨネーズ
（350g）・ハーフ（300g）

399円

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（グリーン）（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円

【塩干コーナー】〈チリ産〉
王子サーモン スモーク
サーモン切落し（170g・1パック）

1,980円

【東信水産】〈アメリカ産他〉
塩数の子
（約500g・1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

魚沼新潟物産 
八海山酒粕
（500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈熊本県産〉トマト
（1袋）

・・・・・・・・・・・・1,080円

【肉処せんや】黒毛和牛
肩ロースうす切り
（100g当り）

23祝
日22土

● ポイント23祝
日

お1人様2点・先着100点限り

各日先着20点限り

お1人様2点・先着100点限り

※数に限りがございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

【サイボク】
リッチケーキ
（1本） ・・・99円

【デリカ味彩】
ポテトフライ
（ガーリック／100g当り）

199円

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・680円

【東信水産】〈ノルウェー産〉
オーロラサーモン柵
（養殖／100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

明治 十勝カマンベール
（90g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈秋田県産〉
（糖度保証）サンふじ
（3個入）

お1人様2点・先着300点限り

●〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（1袋）

お1人様2点・先着100点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）

お1人様2点・先着100点限り

●〈茨城県産他〉ピーマン
（1袋）

お1人様4本・先着400本限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛モモうす切り
（100g当り）

お1人様2点・先着100点限り

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・443円
【サイボク】豚ロース味噌漬け
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
塩ゆで枝豆
（100g当り）

499円

〈愛媛県川上産〉
（糖度センサー選別）
ノーワックスみかん（Mサイズ／1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,780円

【塩干コーナー】〈ロシア産〉
塩数の子
（1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・3,980円

【東信水産】本まぐろ
中トロ入り刺身6点盛
（各5切） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

サクラ印 純粋はちみつ
（700g）

・・・・・・・・・・・・・・・・199円

Ｓ＆Ｂ ディナー
シチュー
（クリーム・ビーフ／

各97ｇ）

・・・259円

キューピー 
テイスティ
ドレッシング各種
（イタリアン・香味玉葱／

各210ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・199円

JA全農たまご 
ピュアテイスト
（10個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・259円

森永製菓 
小麦胚芽の
クラッカー
（56枚入・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円
〈国内産〉牛サーロインステーキ
（100g当り）

・・・・・・・・2,600円
〈国内産〉黒毛和牛サーロイン
ステーキ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
〈北海道産〉ホタテ貝柱
（200g入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
〈香川県産〉オリーブぶり刺身
（養殖／1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

〈兵庫県産他〉レタス
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚小間切れ
（100g当り）

ポイント24 振
月ポイント12/19水

99円均一99円均一
青 果

※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。

【肉処せんや】【肉処せんや】 【東信水産】【東信水産】

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※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。

◆12月25日（火）まで ◆地階＝食料品
クリスマスパーティ特集

Christmas Cake Christmas Dinner

① ② ③

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※各店売場、一部惣菜売場はポイントフェアの対象外となります。 

セルフマート・
生鮮品・【デリカ味彩】

セルフマート・
生鮮品・【デリカ味彩】

セルフマート・
生鮮品・【デリカ味彩】

1 2 3

4 5

12月24日（月・振）限り12月23日（日・祝）・
24日（月・振）限り

早期


