
※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。

まるひろMクラブカード（クレジット機能付）・
まるひろ友の会（新規） ダブル　　キャンペーン入会 ※まるひろスターカードも対象です。+

期間：9月30日（日）まで 　場所：3階＝友の会カウンター
入会キャンペーン期間中、「まるひろ　クラブカード（クレジット機能付）」へ
新規入会または「まるひろ友の会カード」へ新規入会で2枚のカードを
お持ちいただいた方に

まるひろポイント1,000ポイントを
プレゼントいたします。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
対
象

まるひろ　クラブカード
（クレジット機能付）をお持ちの場合 まるひろ友の会にご入会

▲

まるひろ　クラブカード（クレジット機能付）にご入会

▲

まるひろ　クラブカード（クレジット機能付）
まるひろ友の会  両方にご入会

▲

①

まるひろ友の会会員様の場合②

現在カードをお持ちでない場合③

①の場合
②③の場合

お手持ちのまるひろMクラブカードへ平成30年11月1日（木）に付与いたします。
発行したカードへ翌々月の1日に付与いたします。

※キャンペーン対象の①友の会入会は新規のみとさせていただきます。
※入会キャンペーンのまるひろポイントは、

※9/16（日）のみの販売となります。

〈茨城県産他〉アールスメロン
（1個入・1箱）......................2,000円

写真はイメージです

「
秋
の
お
彼
岸
」手
土
産
特集

秋のおもてなし  ◆24（月・振）まで秋のおもてなし  ◆24（月・振）まで

丸広
普通小豆
（300ｇ・1袋）

......359円

紀文
焼ちくわ
（2本入・１袋）

........199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

カップ印
三温糖
（1㎏・1袋）

299円

みすず 料亭の
こうや豆腐
（5個入）

.............269円

ミツカン
純米酢金封
（500㎖・1本）

........299円

マンジョウ
芳醇本みりん
（1ℓ・1本）

..........399円

お
彼
岸
準
備
特
集

【中村屋】小型羊羹
（14本入）...................2,160円

【葵の倉】草加本焼き
（6種・18袋入）...........2,160円

【野村佃煮】
味の都路
（1折）

2,160円
【菓匠 清閑院】栗しぐれ
（7個入）...................1,782円

【東信寿司】握り寿司
（24貫・1折）........................1,980円

【京樽】やまふじ
（1折）..........................................486円

【田吾作】栗豆おこわ
（1人前・200g）............................432円

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

【デリカ味彩】天ぷら盛り合せ
（1パック）.............................................................................698円
【デリカ味彩】かき揚げ各種
（各1枚）...............................................................................130円

【龜屋】おはぎ
（つぶあん・こしあん・金ごま）
（各1個）.......................................................................173円

【東信水産】本まぐろ入り 3点盛
（1パック）....................................................................1,080円
【東信水産】刺身盛り合せ 3点盛
（1パック）.............................................................................780円

【デリカ味彩】オードブル
（1パック）...........................1,500円

【ヨックモック】
シガール
（30本入）

2,160円

【キーコーヒー】ドリップ 
オン コーヒー 
（TBA20）..................2,160円 23（日・祝）

まで

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

【アンデルセン】渋皮栗とほうじ茶
のロールパン（1個）..........195円

【フロ プレステージュ】季節の
スペシャルショートケーキ
～シャインマスカット＆
巨峰～（1個）.........................594円

【北京飯店】中華惣菜盛り合せ
（1パック）..................................538円

【デリカ味彩】肉付ヤゲン軟骨
の唐揚げ（100g当り）........199円

【デリカ味彩】5種の彩り天
盛り合せ（1パック）............299円

【アンデルセン】スイートポテト
ロール（1個）........................216円

【凮月堂】お菓子の美術館
（12個入）................................................................1,620円

【和幸】特ロースかつ　　特ロースかつ弁当
（1枚）...................482円　　 （1折）...............712円

【麻布あさひ】野菜つくね串
（1本）..............................................................................152円

【モロゾフ】ファヤージュ
（24個入）................................................................2,160円

20（木）～23（日・祝）のみの販売

24（月・振）まで

※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。

9/19 24
月

 

〒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

2018

9/19  入間店

振水

㊌

各ショップから 今週の



※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。

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】〈日本船・太平洋産他〉
まぐろ切落し（140g入）780円

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

【デリカ味彩】わらじメンチ
カツ（1枚）.....................180円

【せんや】（国内産）牛小間切れ
（100ｇ当り）......................380円

にんべん
つゆの素・
白だし
（1000㎖・
各１本）

...399円森永 北海道バター
（200g・1箱）.....................329円

お1人様2点、先着700点限り

お1人様5点、先着1500点限り

各日お1人様2点、先着100点限り

各日お1人様2点、先着200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

〈群馬県赤城高原産〉（産地直送）
高原レタス（1個）..........100円

【塩干】〈沖縄県産〉一番採り
もずく（210g・1パック）269円

【東信寿司】ネギトロ巻き
（1パック）..........................580円

【サイボク】豚味付肉
（ピリ辛）（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・各１袋）......139円

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

〈青森県産他〉サン津軽
りんご（1個）................100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

【せんや】国産黒毛和牛
小間切れ（100ｇ当り）498円

【せんや】
国産豚ロース
うす切り
（100ｇ当り）

............238円
【サイボク】
あらびき
ウインナー
（145g）

............528円

愛たまご 深谷育ちのたまご2個
増量（10個＋2個・1パック）199円

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）...399円

【東信水産】〈インドネシア産〉
ホワイトエビ
（解凍/10尾入・1パック）...580円

【東信水産】
〈チリ産〉
銀鮭西京漬け
（養殖/3切）

...........498円

〈青森県産他〉トマト
（1箱）................................299円

〈北海道産他〉
大根
（1本）

...........159円
〈南アフリカ産〉
グレープ
フルーツ
（1個）
.................99円

【サイボク】ポークウインナー
（216g）.............................678円

マルちゃん
北海道産小麦
の玉うどん
（180g×3・１袋）

..................99円
カゴメ
トマト
ケチャップ
（500g・１本）

............199円

パスコ
サクふわメロンパン・
十勝つぶあんパン・
カスタードクリームパン
（各1個）....99円

【塩干】
鮭匠ふじい 
紅鮭
焼ほぐし
（100g・1瓶）

...648円

【塩干】
〈茨城県産〉しじみ・
〈熊本県産〉あさり
真空パック
（120g・
各1パック）349円

【東信寿司】握り寿司
（10貫・1折）.............1,280円

キューピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）（各１本）179円

【デリカ味彩】
ささみの梅しそ
立田揚げ
（5個・1パック）

............280円

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
ゴールドキウイ
フルーツ（4個）.............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

写真はイメージです

お1人様2点限り

お1人様2点限り

お1人様2点限り

【東信水産】〈台湾・インド産他〉
めかじき（解凍/100g当り）238円

【せんや】国産若鶏もも
角切り（100ｇ当り）......128円

【デリカ味彩】ひとくちイカ
フライ（100g当り）.......148円

【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り）...99円

サクラ印 
純粋
はちみつ
（700g）・
てんさい
オリゴ（500g）
（各１本）

..699円
東海 こくうまキムチ
（320g・1パック）................249円

お1人様2点、先着500点限り

お1人様8点、先着1000点限り

〈北海道産〉ブロッコリー
（1個）................................100円

【塩干】やまや めんたいのり
（8切8枚/3袋入・1パック）349円

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

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

【サイボク】フランクフルト
（180g）.............................592円

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

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

〈栃木県産他〉梨
（4個）...............................500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

〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（1袋）....................99円

【東信水産】〈日本船・太平洋産他〉
めばちまぐろぶつ切り
（約120g・1パック）............580円

【せんや】国産牛肩うす切り
（100ｇ当り）......................698円

【サイボク】豚かんたん焼肉
（100g当り）.......................270円

ネスカフェ ゴールドブレンド
増量（80g＋10g・１本）..459円

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

お1人様2点、先着200点限り お1人様2点、先着300点限り

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1房）...............................500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

22ポイント
22（土）は東信水産・
東信寿司に限り

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2点、先着100点限り
〈長野県産〉ぶなしめじ（1袋）

【東信水産】〈熊本県産他〉
あさり（100g当り）

【東信水産】〈長崎県産〉
あじ干物（1枚）

【せんや】ロースハム
切り落し（100ｇ当り）

【せんや】ベーコン
切り落し（100ｇ当り）

【デリカ味彩】フライ・
コロッケ各種（100ｇ当り）

QBB ベビーチーズ
（スモーク/クリーム/カルシウム/60g・各1個）

森永 マウントレーニア
カフェラッテ各種（カフェラッテ/
エスプレッソ/ノンシュガー/240㎖・各1本）

タカノ 絹美人
（150g×3・1パック）

明星 一平ちゃん夜店の
焼そば（135g・1個）

ミツカン 穀物酢
（500㎖・１本）

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）小松菜（1袋）

〈長野県産〉えのき茸（1袋）

〈山形県産他〉にら（1束）

19水オープニングサービス19水オープニングサービス 99円均一セール99円均一セール数量限定

23（日・祝）秋分の日特別企画

まぐろ解体実演販売会まぐろ解体実演販売会

キッコーマン
飲料 
調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）

......189円

先着20㎏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

午後3時より
地階＝東信水産地階＝東信水産

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

21金限りのお買得

20日限りのお買得

22土・23日　限りのお買得22土・23日　限りのお買得

21金限りのお買得

24月　限りのお買得振24月　限りのお買得

20木限りのお買得

19日限りのお買得19水限りのお買得

※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 地階＝食料品

●食料品売り出し期間 月・振水 9/24 ●食料品売場9/19




