
※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。※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。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

セルフマートお買得セレクション ◆8月21日（日）まで ◆各店・各階＝食料品

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈南アフリカ産〉グレープ
フルーツ（スタールビー）（1個）

・・・・・・・・・・・・・本体価格48円
（税込52円）

〈北海道産他〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ グリーン
キウイフルーツ（1個）

・・・・・・・・・本体価格450円
（税込486円）

【東信水産】〈国内産〉
〆さばお造り
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格218円
（税込236円）

【魚力】〈茨城県産他〉
しらす干し
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格188円
（税込204円）

アマタケ ほぐせるサラダ
チキン（プレーン・レモン・
グリーンペッパー／各1パック）

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

【肉処せんや】〈宮崎県産〉
日南どりササミ
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格138円
（税込150円）

日清 カップヌードル
（醤油・シーフード・

カレー／各1個）

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

紀文 
魚河岸揚げ
（プレーン・枝豆／各4個入）

8/17水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈群馬県産〉
（産地直送）とうもろこし
（1本）
お1人様3点・各店先着300点限り

●〈群馬県産〉
（産地直送）小松菜
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈新潟県産〉
まいたけ
（1パック）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈青森県産〉
にんにく
（Sサイズ／1個）
お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様4点・各店先着400点限り 各店先着30点限り

本体価格198円（税込214円）

〈岩手県産他〉
きゅうり（1袋）

本体価格698円（税込754円）

【東信水産】
刺身3点盛合せ（各3切・1パック）

本体価格590円（税込638円）

【魚力】〈青森県産〉
ほたて貝（茹）
（生食用・解凍／約280g）

本体価格228円（税込247円）

JA全農たまご 深谷育ちの
たまご2個増量（12個入）

本体価格198円（税込214円）

【デリカ味彩】
真いかリング唐揚げ（100g当り）

本体価格148円（税込160円）

ヤマザキ
超芳醇（6・8枚／各1袋）

本体価格108円（税込117円）

国産若鶏もも肉
（100g当り）

本体価格368円（税込398円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉小間切れ（100g当り）

お1人様2点・各店先着200点限り

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店での
お取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。※入間店でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
なります。

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

18木 19金 20土 21日

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様3点・各店先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

・・・・・・・・・本体価格698円
（税込754円）

〈栃木県産他〉
幸水梨
（2個）

・・・・・・・・・本体価格480円
（税込519円）

【東信水産】〈太平洋産他〉
かつおお造り
（解凍／7切・1パック）

・・・・・・・・・本体価格258円
（税込279円）

〈群馬県産〉
やまと豚肩ロース肉
切り落とし（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉切り落し（モモ）
（100g当り）

・・・本体価格 各398円
（税込 各430円）

はごろも シーチキン
マイルド・オイル
不使用シーチキン
マイルド（各70g×4缶）

・・・・・・・・・本体価格248円
（税込268円）

えどや 
喜多方ラーメン
（醤油・味噌／各1袋）

※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
なります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着300点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈秋田県産他〉
枝豆
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ ゴールド
キウイ（4個入・1パック）

・・・本体価格1,980円
（税込2,139円）

【東信水産】〈鹿児島県産〉
うなぎ長焼
（養殖／約120g・1尾）

・・・本体価格1,390円
（税込1,502円）

【魚力】
刺身盛合せ
（3点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引

〈国内産〉黒毛和牛 
うす切り肉各種
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて ・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り
（肩ロース）（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

明治 ブルガリア
ヨーグルト4個パック
各種（75g×4）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・本体価格690円
（税込746円）

【魚力】〈ロシア産他〉
時鮭（甘口）
（3切）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
なります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈北海道産他〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

〈長野県産他〉
ブロックカットすいか
（約500g入・1パック）

・・・本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信寿司】
握り寿司セット
（12貫・1折）

・・・・・・・・・本体価格990円
（税込1,070円）

【魚力海鮮寿司】
市場寿司
（10貫入）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

国産牛（交雑種）
小間切肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用
切り落し（100g当り）

本体価格 各328円
（税込 各355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620㎖）

・・・・・・・・・本体価格278円
（税込301円）

日本ハム 
石窯工房ピザ各種
（1袋1枚入）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
なります。

※川越店は【魚彩】での
販売となります。
※川越店は【魚彩】での
販売となります。

※川越店ではお取扱いして
おりません。
※川越店ではお取扱いして
おりません。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り

各店先着30折限り

お1人様1点・各店先着50点限り

※川越店ではお取扱いしておりません。※川越店ではお取扱いしておりません。

・・・・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

味の素 
オリーブオイル
エクストラバージン
（600g）

・・・・・・・・・・・・本体価格698円
（税込754円）

赤羽商店 
瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚）

・・・・・・・・・・・・本体価格798円
（税込862円）

アイリスフーズ 
おいしいごはん
国産米
（10P）

ギンビス 
しみチョココーン全粒粉（22g×6P）・
たべっ子水族館（30g×5P）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各498円
（税込 各538円）

稲葉 
クレイジーソルトナッツ（個包装）（140g）・
アーモンドフィッシュ（個包装）（120g）

・・・・・・・・本体価格 各198円
（税込 各214円）

小岩井 
生乳100％
ヨーグルト・
クリーミー脂肪0
（各400g）

・・・・・・・・・・本体価格各188円
（税込各204円）

紀文 
竹笛・マリーン3パック
（各1袋）

・・・・・・・・本体価格 各358円
（税込 各387円）

明治 
十勝カマンベール
切れてるタイプ・
ブラックペッパー
（各90g）

・・・・・本体価格1,118円
（税込1,230円）

アサヒ 
スーパードライ
（350㎖×6缶）

・・・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

【デリカ味彩】
丸広魚彩
銀鮭西京焼
（1尾）

・・・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

【デリカ味彩】
柿安監修
牛しぐれ煮コロッケ
（5個）

本体価格350円
（税込378円）

よりどり
2点

本体価格500円
（税込540円）

・・・・・・・本体価格各258円
（税込各279円）

よりどり
2個

金吾堂 
こんがりおこげ焼（醤油・塩／各13枚）・
ほんのり梅香る ざらめ煎（9枚）

本体価格500円
（税込540円）

・・・・・・・本体価格各258円
（税込各279円）

よりどり
2個

※飯能店・東松山店・上尾店は18日（木）の販売になります。

食料品 まるひろ各店共同企画 ●川越店・入間店は17日（水）より ●飯能店・東松山店・上尾店は18日（木）より 各店食料品売場

お1人様2点限り

本体価格108円（税込117円）

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口・中辛／各180g）

本体価格 各1,880円
（税込 各2,031円）

堀商店 新潟県
岩船産コシヒカリ・
特別栽培米
新潟県産コシヒカリ
（各5kg）

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。


