


飯能店からのご案内 日高店からのご案内

生活応援 プライス 食料品日替り特価市
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

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。

水 日7/287/24

マルコメ 京懐石・丸の内
タニタ食堂の減塩みそ
（650g・各1個）..298円+税

〈岩手県産他〉きゅうり（3本）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈群馬県産〉（産地直送）小松菜（1袋）

〈フィリピン産他〉バナナ（1袋）

【デリカ味彩】広島県産カキフライ
（7個・1パック）................388円+税

イトーセーブ 埼玉県幸手こしひかり
（5㎏・1袋）..............1,680円+税

サクラ印 純粋はちみつ
（700g・1本）...................698円+税

〈山梨県産他〉もも
（1パック）........................598円+税

刺身盛合せ６点盛
（各3切×6点・1パック）....980円+税

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）........138円+税

お1人様6本、先着600本限り

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200点限り

先着100点限り

先着合わせて100点限り

先着合わせて200点限り

先着合わせて100点限り

先着合わせて100点限り

お1人様6本
（1ケース）限り

7／24水オープニングスペシャルプライス

冷凍食品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

5割引
豚肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

2割引
※一部商品を除く ※一部商品を除く

味の素 コンソメ（7個・1箱）

エースコック スーパーカップ
（醤油・113ｇ/熟成味噌・137ｇ/各1個）

Ｓ＆Ｂ 本生本わさび・本生生しょうが
（43g・各1箱）

森永 マウントレーニア カフェラッテ各種
（240㎖・各1本）

ダノン ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/いちご/ブルーベリー/75g×4・各1パック）
マルちゃん 北海道産小麦の玉うどん
（180g×3・1袋）
Ｓ＆Ｂ とろけるカレー（甘口/中辛/辛口/180g・各1箱）

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

国産若鶏もも肉
（100g当り）....................98円+税

しめさば棒寿司
（1パック）..................450円+税

【デリカ味彩】ロースカツ重
（1パック）..................350円+税

〈韓国・太平洋沖産〉めばちまぐろ
切落し（解凍/1パック）500円+税

タカノ 極小粒カップ3
（30ｇ×3・1パック）.........78円+税

丸広 
生活応援
六条麦茶
（30パック入・1袋）

128円+税

先着50点限り

先着20点限り

産地直送

産地直送

先着100点限り

先着50点限り

お1人様2点限り

午後4時から
のお買得

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。 ※数に限りがございます。

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

※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。※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。

先着50点限り

各日先着80点限り

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

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

〈宮崎県産他〉南瓜
（100g当り）.............58円+税

〈佐賀県産〉ハウスみかん
（1パック）...........498円+税

〈台湾インド洋沖産他〉
めかじき切身
（解凍/3切）.......580円+税

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

25木限りのお買得

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 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 十勝カマンベール
（90g・1箱）.........278円+税

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）..178円+税

海鮮ばらちらし
（1パック）..........580円+税

【デリカ味彩】まるごといか
唐揚げ
（100g当り）.......188円+税

【デリカ味彩】瀬戸内産地海老
入りえびカツ
（4個・1パック）...328円+税

〈鳥取県産他〉カットすいか
（1/8カット）........480円+税

〈フィリピン産〉市場の活力
バナナ（1袋）..158円+税

〈鹿児島県産他〉うなぎ長焼き
（大）
（養殖/1尾）2,500円+税

26金限りのお買得

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写真はイメージです

〈埼玉県川越市産〉
枝豆（1袋）......250円+税

〈群馬県産〉
レタス
（1個）

.....98円+税

〈群馬県産〉
レタス
（1個）

.....98円+税

〈北海道産他〉
トマト
（1袋）

298円+税

〈北海道産他〉
トマト
（1袋）

298円+税

ＪＡ全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）..198円+税

イトーセーブ 
産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・1袋）

1,980円+税

イトーセーブ 
産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・1袋）

1,980円+税
【デリカ味彩】南部鶏チキン
ナゲット
（8個・1パック）...268円+税

〈青森県産他〉土用しじみ
（100g当り）........198円+税

27土限りのお買得

写真はイメージです写真はイメージです

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1000㎖・各１本）

298円+税

〈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個入・1パック）480円+税

赤羽商店 瀬戸内産寿司焼海苔
（24枚・1袋）......698円+税

【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）...268円+税

〈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
〈群馬県産〉黒毛和牛

鮭食べ比べセット（銀鮭・紅鮭・
時鮭）
（各2切計6切）1,080円+税

【デリカ味彩】若鶏の竜田
揚げ（100g当り）188円+税

〈鹿児島県産他〉オクラ
（1ネット）............158円+税

【アンデルセン】
とうもろこしのロールパン
（1点）......................150円+税

【菓匠 清閑院】
桃彩
（5個入）.........1,350円+税

【ロイスピエール】
狭山茶プリン＆ラング詰合せ
（1箱）..............2,000円+税

【金谷ホテルベーカリー】
ロイヤルブレッド
（1.5斤）...................583円+税

【常盤堂雷おこし本舗】
上磯部4種ミックス
（150g）...................540円+税

【東京ひよ子】
ひよ子プチデザート
（15個入）........1,242円+税

サイボク ポークウインナー
（1パック）..........420円+税

国産しめさば刺身
（1パック）..........450円+税

【デリカ味彩】ミニキャベツ
メンチカツ
（5個・1パック）...268円+税

本まぐろづくし巻物入り
（1パック）....1,200円+税

本まぐろ入り握り寿司
（10貫・1折）1,280円+税

笛木醤油 金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）....598円+税

28日限りのお買得
国産牛
（交雑種）
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

3割引

国産牛
（交雑種）
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

3割引

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

お中元ギフトコーナー29日㊊まで 飯能店＝2階
日高店＝1階

27㈯・28㈰限り

27㈯は「鮮魚」
「鮮魚寿司」に限り 22ポイント

先着200点限り

先着200点限り

7/27㈯は土用丑の日

先着100点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着80点限り

7/27㈯限定販売 人気
商品

季節
限定

数量
限定

お中元の贈り物は
もうお済みですか？ （最終日は午後4時終了）

帰省みやげ好適品も各店名店コーナーにて取り揃えております。

1階＝名店2階＝名店

小麦の美味しさをぎゅっと閉じ込めた
「金谷のパン」の代表格。


