
※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。

※飯能店のみの販売となります。

〈熊本県産〉トマト
（1袋）........................................380円

〈茨城県産〉五十嵐さんが作った
干し芋（玉豊）（約160g・1袋）380円

サイボク豚ロースうす切り肉
（100g当り）...............................369円

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

〈鹿児島県産他〉生本まぐろ中とろ
刺身用柵（養殖/100g当り）1,380円

本まぐろ入り刺身盛合せ ３点盛
（1パック）..................................980円

サイボク豚バラうす切り肉
（100g当り）...............................289円

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

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

笛木醤油 金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）............................599円

【デリカ味彩】一口さばカレー
フライ（10個・1パック）..........250円

【デリカ味彩】みそポテト
（100g当り）...............................138円

【たごさく】あかつき弁当
（1折）........................................750円

各日先着100点限り

各日先着50点限り

各日先着100点限り

各日お1人様2点、先着100点限り
〈長野県産〉市田柿
（1パック）..................................499円

〈青森県産〉よっちゃんりんご
（1袋）........................................599円

キムラヤ あんドーナツ
（5個入・1袋）.............................179円

ピックルス ご飯がススムキムチ
（200g・1パック）........................179円

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

【デリカ味彩】和風レンコン
つくねカツ（5個・1パック）...280円

【デリカ味彩】挽肉のキャベツ
包み蒸し（2個・1パック）.......350円

紀文 紀文の季節
（12種22品・1パック）................599円

【和幸】特ロースかつ
（1枚）........................................490円

キムラヤ カレーパン
（5個入・1袋）............................179円

塩野 新婚一本
（1本）........................................449円

ミヤト 鬼平糖
（290ｇ・1袋）

.........299円
アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・1パック）.....1,268円

霧島酒造 黒霧島
25°パック（1.8ℓ・1本）1,578円

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

...399円

丸彦製菓 
醤油揚もち
（175g・1袋）

..........259円

でん六
小袋ミックス
ナッツ
（145g・1袋）

.........299円

ミツカン 
味ぽん
（600㎖・1本）

.......299円

湖池屋 新スコーン各種
（各1袋）.........................................89円

サントリー 金麦
（350㎖×6缶・1パック）..............738円

月桂冠 月原酒パック
（1800㎖・1本）...........................980円

リプトン 
イエロ－
ラベル
（50パック入）

..399円

にんべん 
つゆの素・
白だし
（1ℓ・各1本）

...399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

京粕漬セット（銀だら/鮭）（2切・1袋）.....1,836円 いろとりどり四人家族（1袋）.............................864円

【山梨・韮崎
コーナーポケット】
八ヶ岳の
メープルパン
（1本）........864円

人形町 魚久期間限定販売会飯能店
より

日高店
より

【聖天寿し】稲荷詰合せ
（稲荷×3・のり巻き×4/1折）....460円

【壺屋】稲荷寿し
（1折）.......................................551円

【デリカ味彩】いなり寿司
（6個・1パック）.........................350円先着40点限り

【京都・祇園
京都祇園ボロニヤ】
デニッシュ食パン
プレーン
（1.5斤）...800円

先着30点限り

17（日）は、「いなりの日」特集17（日）は、「いなりの日」特集

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

こだわりの銘店のパン特集

2ポイント食料品
2/16（土）は
日高店に限り

16㊏
限り

17㊐
限り

16㈯・17㈰限定　1階＝特設コーナー

1階
特設コーナー

2/17（日）のみの販売　※午前11時からの販売となります。◆1階＝特設コ－ナ－

先着50点限り先着70点限り

 〈青森県産〉
 よっちゃんりんご

（1袋）.....................................599円
ゆのたに 端餅
（400g・1パック）

..............................................299円

紀州小橋 紀州産つぶれ梅
（はちみつ・しそ漬）

（400g・各1パック）................790円

千田 徳用かりっとわかさぎ
甘露煮

（120g）.................................639円
幸希 切り落としカステラ
（蜂蜜・黒糖）

（10本入・各1パック）.............299円

 〈埼玉県産〉川越芋で
 作った干し芋（紅はるか）

（1袋）.....................................499円

※数に限りがございます。品切
　れの際はご容赦ください。

お1人様2点、先着100点限り

お1人様2点、先着100点限り 先着100点限り

食料品理由ありバーゲン
◆2/16㈯～2/18㈪　◆1階＝食料品／各売場＆特設コーナー

16土
限り

17日
限り

不揃いの為

切り落とし

わ け

2019

2/16  ㊏
2/16 19

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。

誠に勝手ながら決算品調べのため
飯能店  2月18日㈪・日高店  2月21日㈭は午後5時閉店とさせていただきます。

●飯 能 店　2月の店休日のご案内………………………… 20日㈬
●日 高 店　2月の店休日のご案内………………………… 19日㈫

土日限定ベストセレクション2／16㊏・17㊐



●食料品売場 ※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。

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

●食料品売り出し期間 土 火2/19食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店） 2/16

※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。

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）

.......299円

午前10時～正午12時
までのお買得品

キューピー 
マヨネーズ
（350g）・
ハーフ（300g）・
デルモンテ 
トマトケチャップ
リコピンリッチ
（485g）
（各1本）.............................179円

お1人様6本（1ケース）限り

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

刺身盛合せ ６点盛
（1パック）....................1,980円

本まぐろ中とろ入り握り寿司
（10貫・1折）................1,580円

天恵 小倉クリームオムレット・抹茶
クリームオムレット
（6個入・各1袋）.................239円

ヤマザキ ロイヤルブレッド
（6枚切/8枚切/各1袋）.....139円

マルコメ 京懐石・丸の内タニタ
食堂の減塩みそ
（650g・各1パック）..............299円

〈長崎県産他〉スナックえんどう
（100g当り）.......................159円

〈群馬県産〉やまと豚ロース
うす切り肉（100g当り）..259円

【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ
（100g当り）........................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

17日限りのお買得
写真はイメージです写真はイメージです

〈福岡県産〉あまおう
（1パック）...........................799円

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

紀文 焼ちくわ
（2本・1袋）..........................179円

写真はイメージです写真はイメージです

〈アイルランド産他〉赤魚粕漬け
（2枚）..................................398円

握り寿司
（10貫・1折）........................880円

森永製菓 カレ・ド・ショコラ
（フレンチミルク・21枚/カカオ70・21枚/

カカオ88・18枚/各1箱）.....279円
森永製菓 ミルクココア
（300g）...............................299円

フジパン ネオバターロール・
ネオ黒糖ロール
（6個・各1袋）.....................139円

〈沖縄県産〉南瓜
（100g当り）.............................79円

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）.149円

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

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

18月・19火限りのお買得
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

〈愛媛県産〉伊予柑
（1個）......................................99円

〈群馬県産〉やまと豚小間切れ
肉（100g当り）...................139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

丸善 別鍋仕込みおでん
（1000g・1パック）..............559円

写真はイメージです写真はイメージです

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

河村屋 野菜が主役ゆず白菜
（250g・1パック）................199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

〈熊本県産〉グミニーミニトマト
（1パック）...........................299円

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

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

先着200点限り

22ポイント食料品

※数に限りがございます。

朝市朝市

※日高店は19（火）が店休日の為、18（月）のみの販売となります。ご了承くださいませ。

18月・19火

【銀座コージーコーナー】
ディズニープリンセスコレクション
（9個入）.................................2,484円

【なだ万】
ひなまつり弁当「ぼんぼり」
（約9.4×18.6×高さ10.5㎝［フタ含］
2段・1折）..................................2,268円

【懐石料理青山】
ひなちらし
（約13.5×7.5×高さ4.8㎝×2段/
1折）.........................................1,296円

【シェ・レカミエ】
ひな菱デコレーション
（約縦18×横24㎝）................3,600円

ひ
な
祭
り

ご
予
約
承
り

飯
能
店
＝
2
階
特
設
会
場

日
高
店
＝
1
階
特
設
会
場

飯 能 店 日 高 店
※日高店のみの販売となります。※飯能店のみの販売となります。

2
月
の
店
休
日
の
ご
案
内

飯
能
店
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
19
日（
火
）

〈北海道産他〉生食用たこぶつ切り
（1パック）......................................498円

海鮮丼
（1折）...........................................580円

【デリカ味彩】チキンチーズ
大葉巻き
（6個・1パック）............399円

〈愛媛県産他〉キウイ
フルーツ（1個）..........99円

うさぎもち 切り餅一切れ
パック（1㎏・１袋）...499円

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

【デリカ味彩】焼き餃子各種
（10個・1パック）.........499円

〈フィリピン産〉市場の活力
バナナ（1袋）..........159円

亀田製菓 スーパーフレッシュ
柿の種
（6袋詰・1パック）........179円

キリン 一番搾り
（350㎖×6缶・
1パック）.............1,268円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）...........199円

国産牛（交雑種）

産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5kg・１袋）

1,980円

冷凍食品

数量
限定

楽陽 レギュラーポーク焼売
（12個・1箱）
ＱＢＢ ベビーチーズ（スモーク/
カルシウム/クリーム/チーズで鉄分/
カマンベール入り/ブラックペッパー入り/
アーモンド入り/モッツァレラ/60g・各1個）　
大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）

日清フーズ マ・マー スパゲティ
（1.4㎜/1.6㎜/300g・各1袋）

各日先着100点限り

2／16土オープニングスペシャルプライス

16（土）・17（日）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

99円均一99円均一

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈長野県産〉ぶなしめじ（約170g入・1袋）

〈千葉県産〉ベビーリーフ（1袋）

〈青森県産〉ごぼうカット（1袋）

お1人様4本、先着400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

お1人様2点、先着100点限り

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

各日お1人様5点、先着200点限り

各日お1人様2点、先着100点限り

お1人様5点、先着200点限り

お1人様2点、先着100点限り

にぎり棒天（いか/たこ/玉ねぎ他/各1本）

〈熊本県産他〉活あさり（100g当り）
〈岩手県産〉南部どりササミ肉（解凍/100g当り）
〈イタリア産〉ドルチェポルコ豚バラ
うす切り肉（解凍/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）

先着各50点限り

先着合わせて100点限り

先着合わせて150点限り

先着10㎏限り

先着100点限り

2/16（土）は
日高店に限り

ⒸDisney

NEW


