
※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。紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

9月18日（水）～24日（火）
1階＝特設コーナー

期間限定販売会

9/18（水）～22（日）

朝市
先着30点限り

【デリカ味彩】南部鶏の
唐揚げ
（100g当り）..............198円+税

【デリカ味彩】天ぷら盛合せ
（1パック）........................650円+税

【東信水産】お楽しみセット
（1セット）..........1,980円+税

【東信水産】本まぐろ中トロ入刺身
５点盛合せ
（各5切・1パック）....2,980円+税

【東信寿司】本まぐろ中トロ入
握り寿司セット
（10貫・1折）............1,550円+税

【たごさく】松茸おこわ
（1パック）........................500円+税

【デリカ味彩】お彼岸煮物 
（秋）（1パック）............398円+税

キリン 秋味
（350㎖×6缶・1パック）1,201円+税

〈茨城県産他〉アールスメロン
（2玉入・1箱）..........4,000円+税

【デリカ味彩】北海道産小豆
おはぎ（2個入・1パック）278円+税

フルーツ詰合せ
（1パック）.......1,000円+税より

仏花
（1束）......................598円+税より

【東京 凮月堂】銘菓セット
（36個入）...............2,000円+税

【文明堂】カステラ巻
（10個入）...............1,200円+税

【中央軒煎餅】花色しおん
（14袋入）...............1,500円+税

【ヨックモック】シガール
（20本入）...............1,350円+税

【龜屋】おはぎ（つぶ・こし）
（2個入・各1パック）........320円+税

【伊藤園】狭山茶
（80g入×2袋）........2,000円+税

【ユーハイム】リーベスバウム
（10個入）...............1,400円+税

【菓匠 清閑院】雅車
（12個入）...............2,300円+税

【せんや】（国内産）豚肉
小間切れ
（100g当り）..............120円+税

〈エクアドル産〉バナナ美人
（1袋）.............................95円+税

タカノ おかめツインパック
豆腐（絹/木綿/
200g×2・各1パック）...78円+税

【デリカ味彩】揚げ茄子の
甘辛煮風
（5本・1パック）.......278円+税

〈長野県産〉えのき茸
（1袋）.............................95円+税

〈南アフリカ産〉グレープ
フルーツ（レッドハート）
（1個）..........................95円+税

〈青森県産他〉サン津軽
りんご（1個）.............95円+税

【デリカ味彩】まるごといかの
唐揚げ
（100g当り）..............198円+税

ヤクルト ヤクルト・ヤクルト
カロリーハーフ
（65㎖×10本・各1パック）378円+税

ネスカフェ ゴールドブレンド・
ゴールドブレンドコク深め
（80g・各1本）...........398円+税

お1人様計2点限り

9/18水限りのお買得

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

数量限定95円+税 均一セール
〈岩手県産他〉きゅうり（3本）

〈北海道産〉にんじん（3本入・1袋）

〈山形県産他〉長ねぎ（2本入・1袋）

〈新潟県産〉雪国まいたけ（1パック）

【東信水産】〈長崎県産他〉
真あじ開き（1枚）

【東信水産】〈三陸産他〉
さんま開き（1枚）

【せんや】国内産若鶏ササミ肉
（100g当り）
【デリカ味彩】揚げもち（1本）

日本ビーンズ 国産大豆の
濃い豆腐（200ｇ×2・1パック）

明治 十勝まろやかヨーグルト
（78ｇ×4・1パック）

森永 マウントレーニア各種
（240㎖・各1本）

タカノ 絹美人（150ｇ×3・1パック）

マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180ｇ×3・1袋）

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）

テーブルランド なめ茸（120g・1個）

丸広 一等小麦粉100%使用
パン粉（230g・1袋）

お1人様6本、先着3000本限り

お1人様2点、先着200点限り
お1人様4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1500点限り

先着50点限り

先着50点限り

先着100点限り

先着合わせて100点限り

先着50点限り

先着200点限り

20（金）～23（月・祝）の販売

先着200点限り

先着50点限り

先着合わせて50点限り

先着50点限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様2点、先着500点限り

9/20（金）～23（月・祝）限り

写真はイメージです

写真はイメージです

ガトーフェスタ ハラダ
パティスリークリエーション

グーテ・デ・ロワ
  ハロウィンデザイン/ 
　 簡易小袋
         （2枚入×8袋・16枚）

　　　　  ........580円+税
グーテ・デ・ロワ/ 
化粧中箱
（2枚入×13袋・26枚）

....1,000円+税

秋のお彼岸特集

お1人様2点、先着50点限り

大正製薬 リポビタンＤ
（10本・1箱）..............767円+税

午前10時～
正午12時までの

お買得

※数に限りがございます。

朝市

※ポイントサービスの対象外となります。 ※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

2019

9/18  ㊌坂戸店



※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。 紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

※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。

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

先着合わせて100点限り

お１人様1ケース
（6本）限り

先着1000点限り

写真はイメージです

【東信水産】本まぐろ入刺身３点盛合せ
（各3切・1パック）..........980円+税

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

【せんや】黒毛和牛モモうす切り
（100ｇ当り）..................950円+税

【デリカ味彩】12品目の
豆腐ハンバーグ
（4個・1パック）268円+税

永谷園 生みそ汁 
あさげ・ゆうげ徳用
（10食入・
各1袋）.......198円+税

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】ふっくら真あじの大葉
フライ（8個・1パック）..278円+税

近藤乳業
酪農牛乳
（1000㎖・１本）

178円+税
（2本）

350円+税

サトウ 切り餅パリッとスリット
（1㎏・1袋）................598円+税

〈ニュージーランド産〉ゼスプリグリーン
キウイフルーツ
（大玉1個）.........................98円+税

〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック）...........................98円+税

お1人様2点、先着500点限り

お1人様5点、先着500点限り〈長野県産他〉
シャインマスカット
（1パック）

.........1,000円+税

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。

店頭表示価格（税抜）よりレジにて5割引

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

※一部商品を除く

お1人様1点限り

写真はイメージです

【東信寿司】本まぐろ中トロ入握り
寿司セット
（12貫・1折）.......1,280円+税

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

【せんや】（国内産）豚モモ肉切り落し
（100ｇ当り）..................150円+税

〈長野県産〉
ぶなしめじ
（1袋）..............98円+税

はごろも
シャキッとコーン
（3缶・1パック）198円+税

【東信水産】〈香川県産他〉ハマチ
お造り（養殖/1パック）580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

ＪＡ全農たまご ピュアテイスト
（10個・1パック）...........198円+税

冷凍食品

〈岡山県産〉ニューピオーネ
（1房）...........................700円+税

〈青森県産他〉トマト
（1箱）...........................298円+税

お1人様2点、先着300点限り

先着100点限り

お1人様2点、先着200点限り
【東信水産】
刺身6点盛合せ
（各3切・1パック）

..........1,080円+税

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。

パスコ 超熟食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）138円+税

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

写真はイメージです

写真はイメージです

【東信水産】〈北海道産〉ほたて
貝柱（解凍/約300g）980円+税

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

【せんや】〈宮崎県産〉日南どり
ムネ肉（100ｇ当り）........78円+税

【東信水産】〈太平洋産他〉
めばちまぐろぶつ切り
（1パック）...498円+税

カップ印 白砂糖
（1㎏・1袋）158円+税

【東信水産】国産自家製しめさば
お造り（解凍/1パック）480円+税

【デリカ味彩】具たっぷり中華春巻
（3本・1パック）..............200円+税

【デリカ味彩】ひとくちイカフライ
（100ｇ当り）..................148円+税

味の素 オリーブオイルＥＸバージン
（600g・1本）.................598円+税

〈栃木県産他〉梨
（4個）...........................500円+税

〈群馬県産〉（産地直送）レタス
（1個）.................................98円+税

お1人様2点、先着500点限り

お1人様8個、先着1000個限り【せんや】（国内産）
牛小間切れ
（解凍品/
100g当り）.350円+税

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。

各日お1人様2点限り

各日お1人様2点限り

各日お1人様2点限り

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）128円+税

小岩井 生乳100%ヨーグルト
（プレーン/脂肪0/
400g・各1個）...............178円+税

写真はイメージです

写真はイメージです

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭切身（ふり塩）
（養殖/解凍/1切）........138円+税

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

【せんや】（国内産）牛ロース切り肉
（100ｇ当り）.........1,050円+税

【せんや】平田牧場
三元もち豚 小間切れ
（100g当り）180円+税

マルちゃん 赤いきつね・
（96g）・緑のたぬき（101g）
（各1個）..........98円+税

【東信水産】〈長崎県産他〉真あじ
刺身（1パック）............398円+税

【デリカ味彩】さばの味噌煮
（骨なし）（1パック）....268円+税

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・１本）............178円+税

マルコメ 京懐石
（650g・1個）.................298円+税

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1房）...........................500円+税

〈北海道産〉ブロッコリー
（1個）.................................98円+税

堀商店 
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

1,780円+税

堀商店 
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

1,780円+税

にんべん
フレッシュパック
ソフト
（4.5g×8袋・1パック）

.....298円+税

はごろも シーチキンLフレーク・
マイルド
（70g×4缶・各1パック）398円+税

明治屋 果実実感ジャム各種
（340g・各1個）........298円+税

モンカフェ ドリップコーヒー各種
（10本入・各1箱）....298円+税
笛木醤油 
金笛
春夏秋冬の
だしの素
（1000㎖・1本）

598円+税

かどや 
金印
純正ごま油
（300g・1本）

398円+税

赤羽商店
瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚・1袋）

698円+税

赤羽商店
瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚・1袋）

698円+税

朝日オリテラ
EXV
オリーブオイル
（1000㎖・1本）

....598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

マルちゃん 
北の味わい
ガラ炊き
ラーメン各種
（110g×2・各1袋）

138円+税

マルちゃん 焼そば
（150g×3・1袋）......138円+税

笛木醤油 
金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖・1本）

598円+税

明治 スライスチーズ・とろける
スライスチーズ
（7枚・各1袋）　　 （2袋）

158円+税  300円+税

明治 十勝カマンベール
（90g・1箱）..............278円+税

ハーゲンダッツ

紀文 紀文の季節
（11種21品・1パック）598円+税

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・
1パック）.........1,258円+税

でん六 
小袋甘納豆
（235g・1袋）

198円+税

でん六 
ミックス
ナッツ
（235g・1袋）

298円+税

でん六 
ミックス
ナッツ
（235g・1袋）

298円+税

サントリー ザ・プレミアムモルツ
（350㎖×6缶・
1パック）.........1,258円+税

お1人様2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50点限り

お1人様2点、先着200点限り〈北海道産〉
南瓜
（1/4カット）......98円+税

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。

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

明治屋 純粋はちみつ瓶
（1000g・1瓶）......1,000円+税

お1人様1点限り
先着合わせて100点限り

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
写真はイメージです写真はイメージです

22
日
限
り
の
お
買
得

21
土
限
り
の
お
買
得

20
金
限
り
の
お
買
得

19
木
限
り
の
お
買
得

●食料品売り出し期間 水 日9/22 ●食料品売場9/18

1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

坂 戸 店


