




※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。

11/25土オープニングサービス 11/25土日替り特価
写真はイメージです 写真はイメージです

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引〈福岡県産他〉富有柿

（1個）......................................99円

〈長崎県産〉糖度センサー選別
味まるみかん
（Mサイズ・１袋）.................499円

【東信水産】鍋セット
（約2～３人前・1パック）.....980円〈埼玉県産他〉きゅうり

（2本）
〈長野県産〉ぶなしめじ

（1袋）
〈青森県産〉泥ごぼう（カット）

（1袋）

【東信水産】国産あじ干物
（1枚）

【東信水産】〈宮城県産〉
めかぶ 生食用（100g当り）

〈青森県産〉国産にんにく
（1個）

〈岩手県産〉南部どりササミ肉
（解凍/100g当り）

〈カナダ産〉豚ロース各種
（うす切り/生姜焼/切身/各100g当り）

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

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5枚・1パック）....................399円

【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り）

【デリカ味彩】塩味枝豆
（100g当り）

マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180g×3・１袋）一正 さつま揚

（6枚入・1袋）

明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン/脂肪0/450g・各1個）139円

牛肉

サイボク ポークウインナー
（1パック）...........................399円

【デリカ味彩】12品目具材の豆腐
ハンバーグ（4個・1パック）280円

冷凍食品

【東信水産】〈北海道産他〉生たら
切身（100g当り）..............258円

堀商店
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・１袋） 　 

1,980円
オーマイ 早ゆでインスタント
マカロニ・グラタンマカロニ・
早ゆでサラダマカロニ

（200g・各1袋）
丸広 一等小麦粉100％
使用パン粉（230g・1袋）

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各１袋）

江崎グリコ プリッツ（サラダ）・
トマトプリッツ（60g・各1箱）

先着300点限り 先着5㎏限り

〈埼玉県深谷市産〉深谷ねぎ
（1袋）.........................................299円

〈岩手県産他〉サンふじりんご
（大玉）（2個入・1パック）........499円

【東信寿司】本まぐろ入握り寿司
（10貫・1折）......................1,080円

〈岩手県産〉南部どり赤かしわ
むね肉（解凍/100g当り）............99円

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）.......149円

【東信水産】〈韓国産〉太平洋 天然
めばちまぐろ柵（100g当り）580円

【デリカ味彩】埼玉県産豚の
肉焼売（5個・1パック）............380円

【デリカ味彩】串カツ2種セット
（6本・1パック）............................280円

鳩屋 
ピーナツみそ
（250g・1パック）

.........299円
JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）.........................199円

ハーゲンダッツミニカップアイス
（110㎖・各1個）........................199円

森永 カレ・ド・ショコラ
（カカオ70・21枚/カカオ88・18枚
ベネズエラビター・21枚/各1箱）...299円

亀田製菓 
つまみ種スパイスＭＩＸ
（120g・１袋）..............................215円

パスコ 
十勝バター
スティック・
十勝
レーズン
バター
スティック
（6本入・各１袋）

...179円

ミツカン
味ぽん　
（360㎖・1本）

...........199円

でん六
小袋
ミックス
ナッツ
（155g・1袋）

......299円

湖池屋 
PRIDE 
POTATO 
インペリアル
コンソメ
（60g・１袋）

.......139円

リプトン イエローラベルティー
バッグ（50パック入・1箱）.........399円

アサヒ スーパードライ
キリン 一番搾り
（350㎖×6缶・1パック）......1,268円

黄桜
辛口一献・呑
しぼりたて
パック
（2ℓ・各1本）

........980円

生鮮品・お惣菜・一般食品・和洋酒ベストセレクション生鮮品・お惣菜・一般食品・和洋酒ベストセレクション 11/28㈫まで

99円均一セール99円均一セール数量
限定

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）

....399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

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 4割引

※一部商品を除く

キッコーマン
特選
丸大豆
しょうゆ・
減塩
しょうゆ
（1ℓ・各1本）

299円
お1人様6本
（1ケース）限り

明治 スライスチーズ・
とろけるスライスチーズ　
（7枚入・各1個）..........................159円

明治 R-1ヨーグルト各種　
（各1個）....................................119円

お1人様4本、先着400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5点、先着300点限り

お1人様2点、先着100点限り

お1人様1点、先着100点限り

お1人様2点、先着200点限り

写真はイメージです写真はイメージです

先着60点限り

25㈯・26㈰限り

各日お1人様2点、先着100点限り

※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。

11/25□土限り
まるひろMクラブカードは、「100円（税抜）のお買物で1ポイント」11月25日（土）は「100円（税抜）のお買物で通常の1ポイントに、プラス2ポイント」

2017

11/25 28
土 火

11/25  ㊏



生活応援 プライス 食料品日替り特価市

日高市高萩【メルシービアン】
◆11月25日（土）・26日（日） 各日午前10時～午後2時　◆1階＝特設コーナー

※数に限りがございます。
　なくなり次第終了となります。

お1人様0点
先着000点限り

お1人様0点
先着000点限り

先着50点限り

お1人様0点
先着000点限り

お1人様0点
先着000点限り

先着50点限り

写真はイメージです

お1人様0点
先着000点限り

お1人様0点
先着000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）129円

11/25（土）・26（日）

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

お1人様2点
先着100点限り

お1人様6個
先着900個限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様6個
先着900個限り

お1人様2点
先着50点限り

お1人様2点
先着50点限り

お1人様2点
先着100点限り

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

中華オードブル
（1セット）..............................................2,160円 かえで弁当

（1折）...........................................................900円 黒豚ロースかつ弁当
（1折）......................................................702円 かしら串

（5本）...........................................................864円

国産豚ロース味噌漬け・塩麹漬け
（各1パック）..............................380円

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え（100g当り）...........180円 木村屋 あんドーナツ（5個・1袋）.................................199円

笛木 春夏秋冬だしの素
（1ℓ・1本）..................................599円

アサヒコ 昔あげ
（2枚入・１袋）................................79円

【デリカ味彩】トマトリゾットコロッケ
（5個・1パック）.........................280円

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭（甘口）
（養殖/解凍/2切）...................480円

〈オーストラリア産〉ネーブル
オレンジ（1袋）...................299円

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

〈北海道産〉北あかり
（3個）.............................................99円

【東信水産】〈香川県産他〉ぶり
切身（養殖/2切）....................580円

〈山梨県産〉あんぽ柿
（1袋）........................................499円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）....................................39円

【東信水産】〈北海道産〉
真ほっけ干物（1枚）...........580円

マルちゃん 焼そば
（150ｇ×3入・１袋）....................148円

国産豚ロース各種（うす切り/生姜焼き/
切身/各100g当り）.......................169円

【デリカ味彩】ささみの梅しそ
竜田揚げ（5個・1パック）......280円

フジパン ネオバターロール・
ネオレーズンバターロール
（6個入・各1袋）.........................139円

森永 アロエヨーグルト
（80ｇ×2入・1パック）.....................99円

【デリカ味彩】いわしの磯辺フライ
（6個・1パック）.........................280円

【東信水産】〈兵庫県産他〉ちりめん
じゃこ（110g入）....................499円〈愛知県産他〉トマト

（1袋）......................................299円

〈ニュージーランド産〉キウイフルーツ
（グリーン）（4個）....................399円

〈北海道産〉メークイン
（3個）.............................................99円

【東信水産】本まぐろ中トロ入
刺身3点盛（1パック）...1,780円

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）..........................179円

〈群馬県産〉黒毛和牛 【デリカ味彩】ひとくちイカフライ
（100g当り）...............................138円

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

サトウ サトウのコシヒカリ ３食パック
（200ｇ×3・1パック）..................399円

【デリカ味彩】アンガス牛のビーフ
シチューメンチカツ
（4個・1パック）.........................280円

【東信寿司】本まぐろ入海鮮丼
（1折）.......................................598円

〈愛媛県川上産〉糖度センサー選別
ノーワックスみかん
（1袋）......................................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

今週の
和幸 ひびき北京飯店 田吾作

お1人様2点限り先着50点限り

お1人様2点限り

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

お1人様2点
先着100点限り

おせちご予約好評承り中クリスマスケーキご予約好評承り中クリスマスケーキご予約好評承り中
◆承り場所：1階特設コーナー　◆承り期間：12月22日（金）まで
◆お渡し：12月31日（日） 午前11時～午後5時

◆承り場所：銘店コーナー　◆承り期間：12月14日（木）まで
◆お渡し：12月23日（土・祝）・24日（日）

【浦和ロイヤルパインズホテル】
苺のショートケーキ
（直径約15㎝）..........4,104円

【デメル】
トリュッフルトルテ
（直径約15㎝）..........5,400円

【銀座新之助 
貝新×まるひろ】
まるひろオリジナル
山中塗重箱入 
和風二段重
（30品目 約3人前/
19.5×19.5×5㎝×2段）

19,440円
限定150点

まるひろオリジナルおせち
早期ご予約割引

11/30㈭
までのご予約で5%OFF

天然酵母バターレーズン
（1個）............................................385円
天然酵母くるみレーズン
（1個）............................................238円
香おいしいメロンパン
（カスタードクリーム入り/1個）......177円
パリパリチーズ
（1個）............................................165円
パリパリめんたい
（1個）............................................176円

「日高市ものづくり」フェア

※数に限りがございます。
　品切れの際はご容赦ください。
※写真はイメージです

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

※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。●食料品売場●食料品売り出し期間 土 火11/2811/25

26
日
限
り
の
お
買
得

26日

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

27
月
限
り
の
お
買
得

27月

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

28
火
限
り
の
お
買
得

28火


