
※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。紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。

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

諸
国
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十和田バラ焼うどん
（2食入）................................270円

いか刺し松前漬
（300g）..................................756円

春のおもてなし春のおもてなし

【東信寿司】本まぐろ入り握り
寿司（12貫・1折）...........1,280円

【京樽】海鮮ちらし
（1折）.........................................690円

【デリカ味彩】野菜のうま煮
（1パック）...................................306円

【たごさく】五目おこわ
（1人前・200g）...........................432円

【デリカ味彩】オードブル（小）
（1パック）..........................1,080円

東信水産

龜屋

本高砂屋

デリカ味彩
おはぎ（つぶ・こし・さくら）
（各1個）..................173円

おはぎ
（つぶあん・
こしあん・
きなこ）
（各1個）

......184円

20（水）～21（木・祝）の販売

〈熊本県産〉葉付き不知火
（大玉サイズ2個入・1パック）1,080円

本まぐろ入り盛合せ 6点盛
（各5切・1パック）...............................................2,980円
本まぐろ中とろ入り盛合せ  
3点盛（各3切・1パック）...............................1,080円 山菜天ぷらセット

（姫竹・タラの芽/1パック）....................................................324円

天ぷら盛合せ
（1パック）.............................................................................698円

3/24（日）まで

サントリー
ザ・プレミアム
モルツ
（350㎖×6缶・1パック）

.....1,358円

黒胡麻ごぼう
（150ｇ）・・・・・・・・207円
喜多方ラーメン
すっきり醤油5食
（醤油×3・味噌×2）

・・・・・・・・・・・1,080円
桃の恵み
（190g）・・・・・・・・・126円

せんや久助
しょうゆ
（200g入・1袋）・ 378円
前沢牛らーめん
（120g）・
秋刀魚らーめん
（128g）
（各1個）・・・・・ 各270円
サバのオリーブ
オイル漬け
（170g）・・・・・・・・ 411円

秋田きりたんぽ鍋
（2～3人前）・・・・・713円

横手焼そば
（2人前）・・・・・・・・540円

粕漬け
（140g）・・・・・・・・・399円

仙台麩 小
（2本入）・・・・・・・・ 263円
吟熟めん
白石温麺
（90ｇｘ4束）・・・・・ 260円
ふかひれ
濃縮スープ
（200g）・・・・・・・・ 324円

アンテナショップ特集
東北うまいものフェア ◆3/20（水）～26（火） ◆1階＝催場〈最終日は午後4時にて終了〉

●当会場でのお買物は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ませ。
※写真は盛り付けの一例です。

青 森 県
あおもり北彩館

秋 田 県
秋田ふるさと館

福 島 県
日本橋ふくしま館

岩 手 県
いわて銀河プラザ

宮 城 県
宮城ふるさとプラザ

パティシエの
りんごスティック
（5個入）・・・・・・・ 775円
熟成黒にんにく
元気くん
（20g）・・・・・1,383円
山菜にしん
（250g）・・・・・・・・ 540円

青森県・高砂食品 岩手県・中村家 宮城県・もちべえ 宮城県・かまぼこの鐘崎 秋田県・金萬本舗 福島県・かんのや

青森県・ヤマヨ 岩手県・松栄堂 宮城県・白松がモナカ本舗 宮城県・利久 福島県・柏屋 山形県・佐藤松兵衛商店

いわしハンバーグ
（8枚）.........................1,080円

特 別 出 店宮城県・フレッシュ製パン

宮城県・伊達のいわし

笹かまぼこの大漁旗
（90g・1個）............................314円

金萬
（10個入）..............................756円

家伝ゆべし
（6個入）................................713円

牛たん
真空パック 
塩味
（3枚・110g）

1,566円 薄皮饅頭（つぶ・こし）
（各5個入）............................594円

三陸海宝漬
（冷凍/350g）................4,001円

ずんだもち
（6個入）................................756円

ごま摺り団子
（8個入）................................648円

白松がモナカ
詰合せ
（胡麻/大納言/大福豆）
（10個入）

..1,261円
（6個入）

..........761円

秩父錦 特別純米酒
（720㎖・1本）

1,048円
秩父錦 大吟醸
（720㎖・1本）

2,160円

クリームサンド
黒糖クリームサンド
ごまクリームサンド
（各1個）................................162円

乃し梅
（5枚入・1袋）・
梅しぐれ（140g・1袋）..各648円

2019

3/20  ㊌入間店
〒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



※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。

【東信水産】〈長崎県産他〉ぶり
切身（2切）.....................580円

【デリカ味彩】南部鶏の唐
揚げ（100g当り）...........199円

雪印メグミルク メグミルク
牛乳（1000㎖・1本）......179円

【せんや】（国内産）牛小間切れ
肉（100ｇ当り）.................398円

味の素 さらさらキャノーラ油
（1㎏・1本）........................199円

亀田製菓 亀田の柿の種
（200g・1袋）.....................179円

お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点、先着100点限り

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

【塩干】〈アメリカ・ロシア産〉
庄屋液漬明太子
（60g・1パック）..................399円

【東信寿司】海鮮丼
（1折）...............................580円

霧島酒造 黒霧島25°パック
（1.8ℓ・1本）..............1,578円

【サイボク】豚ロース味噌
焼肉（100g当り）...........443円

あづま 北海道大豆で作った
納豆（40g×3・1パック）........79円

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）..........................499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

【東信水産】〈宮城県産他〉
生メカジキ切身
（100g当り）......................398円

【デリカ味彩】昔ながらの
ハムカツ（4枚・1パック）280円

くらまき豆腐
寄せ豆腐
（250g）

......139円
枝豆寄せ豆腐
（250g）

........148円
【せんや】（国内産）豚ロース
うす切り肉（100ｇ当り）230円

マルコメ 京懐石
（650g・1個）.....................299円

紅葉堂 切出しカステラ
（3切入・1パック）..............199円

お1人様2点、先着100点限り

お1人様5点、先着200点限り

〈静岡県産他〉レタス
（1個）...............................159円

【塩干】〈沖縄県産〉一番採り
もずく（1パック）...........269円

【東信寿司】鉄火丼
（1折）...............................580円

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・1パック）1,268円

【サイボク】豚かんたん
焼肉（100g当り）...........270円

小岩井 生乳100％ヨーグルト
（プレーン/クリーミー
脂肪0/400g・各1個）........189円

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

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（1個）.............150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

春の風 Ⓒ中島潔
（レフグラフファイン版画・画寸302×430㎜）...162,000円 新しい風 Ⓒ中島潔

（レフグラフファイン版画・画寸405×592㎜）...302,400円

お1人様各6点限り

お1人様1点、先着200点限り

先着50点限り

先着50点限り

【せんや】ロースハム切り落し
（100ｇ当り）......................108円

【東信寿司】握り寿司
（8貫・1折）........................580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

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

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

【塩干】〈岩手県産〉高木屋塩蔵
わかめ（250g・1袋）........699円

でん六 小袋甘納豆
（235g・1袋）.....................199円

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

【米工房】新潟県産新之助
（3㎏・1袋）...............1,944円

讃岐物産 讃岐うどん100g
増量（500g＋100g・1袋）259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

【せんや】（国内産）黒毛和牛
小間切れ肉（100ｇ当り）540円

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭
切身（養殖/1切）...........150円

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）...399円

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

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

5割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

※一部商品を除く

旭川駅立売 釧路のいかめし
（1個）....................................680円

旭川駅立売 花咲かにめし
（1個）...........................1,100円

淡路屋 神戸のあっちっちステーキ
弁当（1個）..................1,350円

こばやし 網焼き牛たん弁当
（加熱式）（1個）.....1,050円

新杵屋 牛肉どまん中
（1個）............................1,250円

旭川駅立売 かきべん
（1個）....................................980円

淡路屋 ひっぱりだこ飯
（1個）...........................1,080円

淡路屋 春旬たけのこ御飯
（1個）......................1,000円

こばやし 黄金 うにと数の子
いくらがけ（1個）..1,350円

根室本線 釧路駅

根室本線 釧路駅

根室本線 釧路駅

奥羽本線 米沢駅 山陽本線 西明石駅 山陽新幹線 新神戸駅

山陽新幹線 新神戸駅

東北新幹線 仙台駅

東北新幹線 仙台駅

※交通事情により入荷が遅れる場合が
　ございます。
※駅弁は鮮度保持のため連日午後6時
　までの販売となります。
※数に限りがございます。品切れの際は
　ご容赦ください。

●駅弁は全てポイントサービスの対象外
　となります。

3/20（水）
〜
24（日）

　どこか懐かしく、日本人の心の中にある「ふるさと」の心象風景
であり、世代を超えてその世界観に引き付ける魅力があります。
　期間中は、越前和紙を使用したレフグラフ ファイン版画を
展示販売いたします。中島潔氏の世界をお楽しみください。

中島潔版画展

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）
〈埼玉県産他〉小松菜（1袋）
〈メキシコ産〉輸入アスパラ（1束）
〈熊本県産〉グミニーミニトマト（100g当り）
〈千葉県産他〉にんじん（3本）
〈フィリピン産〉バナナ（1袋）

お1人様6本、先着1200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
お1人様6本、先着300本限り
お1人様2点、先着200点限り

青果99円均一セール青果99円均一セール

3/21（木・祝）～3/25（月）　6階＝バンケットルーム
※最終日は午後4時閉場　　　　　　　　　　　

数量限定

全国有名
駅弁フェア

3/20
㈬限り

3/20
㈬限り

特別販売

真空パック
シウマイ
（15個入）

........620円

黒胡麻小月餅（1個）
.........................249円
焼売（6個入）
...........619円
肉まん（3個入）
...........619円

重慶飯店

崎陽軒

重慶飯店

崎陽軒

キューピー
マヨネーズ
（350g）・
ハーフ（300g）
（各1本）

.....179円

予告

季節限定

地階＝食料品

21金　限りのお買得

20日限りのお買得

21木　限りのお買得

22金限りのお買得22金限りのお買得

20水限りのお買得

水 金3/223/20 ※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

入　間　店
☎04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分


