
※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。

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 4割引

※一部商品を除く

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

【塩干】三豊 菜の花にしん
（140g入・1袋）.................459円

【せんや】（国内産）若鶏
むね肉（100g当り）..........58円

タカノ おかめ納豆極小粒 
ミニ3（50g×3・1パック）...79円

【東信水産】〈鹿児島県産他〉
ぶり切身（養殖/2切）499円

【デリカ味彩】ふっくら
真あじの大葉フライ
（8個・1パック）..................299円

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

夕市夕市

【東信水産】〈熊本県産他〉
あさり（100g当り）...........................99円

【サイボク】豚ロースみそ漬け
（100g当り）......................................443円

【塩干】甲印〈ロシア産〉減塩紅鮭・
〈チリ産〉減塩銀鮭
（各3切入・1パック）...........................648円

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

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各１袋）........................99円

明治 おいしい牛乳
（900㎖・1本）...................................229円

【米工房】〈新潟県産〉コシヒカリ
（5kg・1袋）................................2,592円

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

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

冷凍食品

味の素 
クノール
カップ
スープ
（コーンクリーム/
ポタージュ/
つぶたっぷり/
各1個）　　　　

..159円
よりどり2個

..300円

ホソヤ 昭和生まれの贅沢
餃子（8個入）・焼売（6個入）・春巻
（5本入）（各1パック）....199円

明治屋 果実実感ジャム
（つぶつぶイチゴ/つぶつぶブルーベリー/
ざくざくオレンジマーマレード/

340g・各1個）.............299円

明治 
ブルガリア
のむヨーグルト
（900g・1本）

..........179円

笛木醤油
金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖・1本）

..........599円
明治 コーンソフト（300g）・
北海道十勝スライスチーズ・
とろけるスライス（各7枚入）
（各1個）......................179円

【東信寿司】握り寿司セット
（10貫・1折）.....................................980円

【せんや】（国内産）牛小間切れ肉
（100g当り）.....................................378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

午前10時～正午12時まで
のお買得品 ※数に限りがございます。

※数に限りがございます。午後4時からのお買得品

【せんや】（国内産）牛肩
うす切り肉（100g当り）480円 お1人様1点、先着合わせて100点限り

先着30㎏限り

試食販売実施朝市朝市

写真はイメージです

青果99円均一青果99円均一

各日お1人様2点限り

フロ プレステージュ 限定品

明星 一平ちゃん夜店の
焼そば（135g・1個）.........99円

先着100点限り

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

写真はイメージです写真はイメージです

 26㈭
限り
 26㈭
限り

数量限定数量限定

予
告

4/21（土）～24（火）

ハーゲンダッツ
アイスクリーム
店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

中村屋 インドカリー
（ビーフスパイシー/スパイシーチキン/

ベジタブル/各1個）....279円

ミツカン
純米酢金封
（500㎖・1本）

.......299円

〈青森県産〉泥ごぼう
（カット）（1袋）................99円

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

〈青森県産〉国産にんにく
（1個）....................................99円

〈チリ産〉ミックスぶどう
（1パック）.........................399円

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300点限り お1人様2点、先着50点限り

〈フィリピン産〉極撰バナナ
（1袋）..............................................299円

お1人様2点、先着100点限り

〈埼玉県産他〉きゅうり（3本）
お1人様6本、先着1200本限り

〈栃木県産他〉トマト（1個）
お1人様2点、先着200点限り

〈メキシコ産〉輸入アスパラ（1束）
お1人様2点、先着200点限り

〈千葉県産他〉ベビーリーフ（1袋）
お1人様2点、先着200点限り

〈メキシコ産〉アボカド（1個）
お1人様2点、先着100点限り

まるごと苺のチーズタルト
（1ホール）.............................1,080円

※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。

21●限りのお買得21土限りのお買得21
土

21
土

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

4/21 24
土 火

2018

4/21  ㊏

生活応援 プライス 食料品日替り特価市



※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。

※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。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

【デリカ味彩】
ミニ豚ロース串カツ
（10本・1パック）......299円

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭西京漬
（養殖/3切）...........499円

かどや 金印純正ごま油
（300g・1本）...........................399円

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

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

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

【東信水産】〈長崎県産他〉
あじ干物（2枚）.............480円

【東信水産】懐石風盛合せ
6点盛（1パック）.....1,080円

【せんや】（国内産）吟選牛
もも焼肉用（100ｇ当り）680円

【せんや】（国内産）若鶏もも
角切り（100ｇ当り）...........120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

はごろも 
シャキッとコーン
（3缶・1パック）.......199円

【せんや】（国内産）豚
ロースうす切り
（100ｇ当り）............198円

【サイボク】豚かんたん焼肉
（100g当り）...........................270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・
ネオ黒糖ロール
（6個入・各1袋）......................139円

午前10時～正午12時までのお買得品※数に限りがございます。午前10時～正午12時までのお買得品※数に限りがございます。

午後4時からのお買得品※数に限りがございます。午後4時からのお買得品※数に限りがございます。

【東信水産】〈鹿児島県産〉
ぶり刺身
（養殖/1パック）.........580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

丸広 彩の国豆腐
（きぬ/もめん/350g・

各1パック）..................79円

【せんや】（国内産）
黒毛和牛切り落し　
（100ｇ当り）.............486円

午前10時～正午12時までのお買得品※数に限りがございます。午前10時～正午12時までのお買得品※数に限りがございます。

午後4時からのお買得品※数に限りがございます。午後4時からのお買得品※数に限りがございます。

S&B 本生本わさび(43g)・
本生生しょうが（40g）
（各1本）......................................99円

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

【東信水産】〈千葉県産他〉
スズキ切身（2切）.......580円

【せんや】（国内産）豚もも
うす切り（100ｇ当り）.......148円

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

【東信水産】〈インドネシア産他〉
ホワイトえび
（解凍/10尾）.........580円

【東信寿司】握り寿司
（10貫・1折）...........780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

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

【せんや】（国内産）若鶏
手羽先（100ｇ当り）..85円

午前10時～正午12時までのお買得品※数に限りがございます。午前10時～正午12時までのお買得品※数に限りがございます。

午後4時からのお買得品※数に限りがございます。午後4時からのお買得品※数に限りがございます。

地階＝食料品

惣 菜 お 買 得 品

つくね串
（1本）............................141円

春のミニペストリー
（3個入）........................324円

赤魚西京焼とエビかつ
弁当（1折）.................918円

五目いなり
（1個）.................................98円

麻布あさひ 和　幸 田吾作 京　樽

中華弁当・丼物

北京飯店

特ロース
かつ（1枚）
......475円

特ロース
かつ弁当（1折）
.........702円

アンデルセン

試食販売実施

〈埼玉県産〉川越芋で
作った干し芋
（約120g・1袋）.......399円

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

〈愛媛県産他〉キウイフルーツ
（1個）.........................................99円

〈兵庫県産他〉レタス
（1個）...................................159円

〈フィリピン産〉ゴールデン
パイン（1パック）.............399円

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200点限り

お1人様5点
先着300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

〈アメリカ産〉糖度センサー
選別ネーブルオレンジ
（4個入・1袋）.........399円

お1人様2点
先着50点限り

〈鹿児島県産他〉新じゃが芋
（1袋）...................................159円

〈青森県産〉サンふじ
（4個入・1袋）........................599円

〈埼玉県産他〉長ねぎ
（1袋）.....................159円

お1人様2点
先着100点限り

【デリカ味彩】彩りしんじょ
のカニ風味あんかけ
（5個・1パック）.......................299円

【デリカ味彩】埼玉県産里芋
コロッケ（3個・1パック）...250円

【デリカ味彩】
昔ながらのハムカツ
（4枚・1パック）........280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

【デリカ味彩】ひとくち
イカフライ
（100g当り）...........128円

【塩干】〈長崎県産他〉
真あじ開き
（1枚）....................108円

【塩干】藤井水産 紅鮭
焼ほぐし
（100g入・1瓶）.......648円

全品10％OFF

24㈫限り

22●限りのお買得22日限りのお買得

●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

22
日

23
月

24
火

23
月

24
火

土 火4/244/21

22
日

●食料品売場

23●限りのお買得23月限りのお買得

24●限りのお買得24火限りのお買得


