
※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。

※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。お知らせ
10月20日（土）・ 川越まつり開催に伴う川越市内交通規制により、まるひろ川越店の駐車場は、すべてご利用いただけません。

ご不便をお掛けいたしますが公共の交通機関をご利用くださいませ。21日（日）の2日間
川越店からの

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

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

国産牛（交雑種）

〈フィリピン産〉市場の活力
バナナ（1袋）..................159円

【東信水産】天然本まぐろ中とろ
入り刺身3点盛
（1パック）...................1,080円

〈岩手県産〉南部どりササミ肉
（解凍/100g当り）
国産若鶏もも肉（100g当り）
〈チリ産〉銀鮭（養殖/1切）

〈北海道産他〉かれい干物（1枚）
【デリカ味彩】埼玉県産メンチカツ（1個）
【デリカ味彩】フランクフルト（1本）

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】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）...280円明治 北海道十勝まろやかヨーグルト（78ｇ×4・1パック）

マルちゃん 北海道産小麦の玉うどん（180ｇ×3・1袋）
森永 マウントレーニア カフェラッテ各種（240㎖・各1本）
ミツカン 穀物酢（500㎖・1本）
明星 中華三昧広東風醤油拉麺（105ｇ）・
北京風塩拉麺（103ｇ）（各1袋）
ヤマザキ 薄皮つぶあんぱん・クリームパン（5個・各1袋）

冷凍食品

【デリカ味彩】中華春巻き
（4本・1パック）...................280円

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

【東信寿司】かに入りちらし丼
（1折）.................................680円

サイボク ポークウインナー
（1パック）...........................450円

産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・１袋） 　 

1,980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

各日先着100点限り

〈北海道産〉白かぼちゃ
（100g当り）.....................................49円

〈長崎県産〉味まるみかん
（1袋）.........................................599円

【東信寿司】握り寿司
（24貫・1折）.......................2,380円

伊藤ハム 朝のフレッシュ ロースハム・
ハーフベーコン（各1束）.......259円

プリマハム サラダチキン 
プレーン・ハーブ（各1個）..249円

【東信水産】〈韓国産・太平洋沖他〉めばち
まぐろぶつ切り（刺身用）
（1パック）...................................498円

【デリカ味彩】白身魚のふわらか豆腐
（舞茸あん）（5個・1パック）.....280円

紀文 肉まん・あんまん
（3個・各1パック）.......................359円

でん六 
ミックスナッツ
（145g・1袋）

..........299円
不二家 カントリーマアム
バニラ＆ココア
（20枚入・1袋）...........................239円

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

赤羽商店 
瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚・1袋）

.....799円

にんべん
つゆの素・
白だし
（1000㎖・
各1本）

399円

マンジョウ
濃厚熟成
本みりん
（1000㎖・1本）

..........299円
ハーゲンダッツ

木村屋 
あんドーナツ・
オールド
ファッション
（5個・各1袋）

..........199円

味だより 
あんず
ジャムサンド
（180g）・
ブルーベリー
ジャムサンド
（150g）

（各1袋）.......239円
湖池屋 じゃがいも心地
（塩味/醤油味/58g・各1袋）...........99円

アサヒ ス－パ－ドライ
（350㎖×6缶・1パック）......1,268円

霧島酒造
黒霧島
25°パック
（1.8ℓ・1本）

..........1,578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 10/20㈯～23㈫

明治 ブルガリアヨーグルトＬＢ８１
（プレーン/脂肪0/400g・各1個）148円

キッコーマン飲料
調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）

.............189円

10/20土オープニングスペシャルプライス
99円均一セール99円均一セール数量

限定

10/20㈯・21㈰限り

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

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（600g・1本）......599円

先着200点限り

先着300点限り

先着合わせて100点限り

先着200点限り

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈長野県産他〉エリンギ（1パック）

〈千葉県産他〉さつまいも（1本）

〈山形県産他〉にら（1束）

お1人様4本、先着800本限り

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100点限り

【デリカ味彩】ひじきと六穀ごはん
弁当（1パック）........................380円

先着18点限り

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 4割引※一部商品を除く

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

※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。

10/20 23
土 火

2018

10/20  ㊏

10/20□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」10月20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」



生活応援 プライス 食料品日替り特価市

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

山印醸造 昔ながらの天然醸造
無添加（750g・１個）..............299円

10/20（土）～23（火）

パン&スイーツフェア

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6個
先着300個限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様5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

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50点限り

お1人様2点
先着100点限り

タカノ おかめツインパック豆腐
（絹/木綿/200g×2・各1パック）.....79円

八宝菜
（100g当り）...................................................303円 かえで弁当

（1折）...........................................................900円 4種の木の子のコロッケ
（1個）............................................................270円 やきとり詰め合せ

（6本・1パック）..............................................994円

サイボク豚小間切れ肉
（100g当り）...............................179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）..............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・各1袋）.............................119円

キューピー マヨネーズ（350ｇ）
ハーフ（300ｇ）（各1本）.........179円

永谷園 あさげ徳用・ゆうげ徳用
（10食入・各1袋）.....................199円

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

【東信寿司】握り寿司セット
（巻物入り）（1パック）........698円

〈長野県産他〉白菜
（1/4カット）..............................159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

〈長野県産〉ぶなしめじ
（1パック）..................................159円

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭西京味噌
漬け（養殖/2切）.....................398円

〈南アフリカ産〉グレープフルーツ
（1個）........................................108円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）....................................49円

【東信水産】〈北海道産他〉生秋鮭
切身（2切）..............................398円

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

サイボク豚もも切り落し肉
（100g当り）...............................199円

【デリカ味彩】ムラサキイカの
まるごと唐揚げ
（100g当り）...............................199円

ヤマザキ ロイヤルブレッド
（6枚切/8枚切/各1袋）.............139円

味の素 クノールカップスープ
コーンクリーム（52.8g）..128円

【デリカ味彩】北海道キノコとチキン
のグラタンコロッケ
（5個・1パック）.........................280円

【東信水産】〈静岡県産他〉釡揚げ
しらす（100g当り）................498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

〈青森県産他〉早生ふじ
（3個）........................................499円

〈北海道産他〉大根
（1本）........................................159円

【東信水産】刺身盛合せ6点盛
（各3切・1パック）...............1,080円

紀文 紀文の季節
（12種22品・1パック）.................599円

〈群馬県産〉黒毛和牛 【デリカ味彩】広島県産カキフライ
（7個・1パック）...........................399円

紅葉堂 切出しカステラ
（3切入・1袋）.............................179円

うさぎもち 切り餅一切れパック
（1㎏・1袋）................................499円

はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）.........................199円

【デリカ味彩】厚切りハムカツ
（1パック）.................................299円

【東信水産】本まぐろ中とろ入り
握り寿司（10貫・1折）...1,580円

〈北海道産〉じゃが芋
（1袋）......................................159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

今週の
和幸 ひびき北京飯店 田吾作

先着合わせて50点限り

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

【松葉屋】月よみ山路 
栗むし羊羹（1本）....................751円

先着40点限り

季節限定

季節限定

先着合わせて24点限り

【トップス】
モンブランロール
（1本）

............1,296円

【喜福堂】四代目
（はちみつ入食パン）（1斤・6枚切）540円

【京都祇園ボロニヤ】
はんなり紫芋デニッシュ
（1斤）......................................1,080円
はんなり栗デニッシュ
（1斤）......................................1,490円

【喜福堂】あんぱん
（つぶ・こし）（1個）.......................216円

お1人様1点、先着40点限り

先着70点限り

【みずの】塩大福
（5個入）.........................................670円

正午12時からの販売となります。正午12時からの販売となります。

正午12時からの販売となります。正午12時からの販売となります。

正午12時からの販売となります。正午12時からの販売となります。

20（土） 21（日）

20・21
（土）  （日） 

パン&スイーツフェア
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。1階＝銘店

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10/2310/20

21
日
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

22
月
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

23
火
限
り
の
お
買
得


