
※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。

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈長野県産他〉ぶなしめじ
（約170g入・1袋）

〈埼玉県産他〉小松菜（1袋）

〈青森県産〉泥ごぼう（カット）（1袋）

〈熊本県産〉早生みかん（不揃い）
（約3㎏入・1箱）.......1,080円

【せんや】国産牛ロースうす
切り（100ｇ当り）............980円

【東信水産】〈長崎県産他〉
あじ干物（1枚）

【東信水産】〈国内産他〉
さば干物（1枚）

【せんや】ロースハム
切り落し（100ｇ当り）

【せんや】ポーク＆チキン
ウインナー（100ｇ当り）

【デリカ味彩】肉団子
（100ｇ当り）

【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100ｇ当り）

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）...399円

グ－テ・デ・ロワ ソレイユ/簡易箱
（5枚）.............................................................................1,080円

グーテ・デ・ロワ 
クリスマスデザイン/簡易大袋
（2枚入×13袋・26枚）.............................................................972円

お楽しみ袋
（1点）......1,080円

【東信水産】〈チリ産他〉銀鮭
西京漬（養殖/2切）.....398円

森永 マウントレーニア
カフェラッテ（カフェラッテ/

エスプレッソ/ノンシュガー/240㎖・各1個）

マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180g×3・1袋）

テーブルランド なめ茸
（120g・1個）

有紀 MCドレッシング
（フレンチ/中華/イタリアン/150㎖・各1本）

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
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2点、先着300点限り お1人様1点、先着50点限り

お1人様2点、先着200点限り

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

グーテ・デ・ロワ
ホワイトチョコレ－ト/簡易大袋
（10枚）...................................................................................864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

14水オープニングサービス

14水限りのお買得

99円均一セール99円均一セール数量限定

日本ハム マルゲリータピザ
（185g・1個）.............................299円

QBB レンジ用ふぉんじゅ亭
（200g・1箱）.............................459円

【アンセルセン】芸北りんごと
胡桃のパン（1個）...........713円

【サイボク】スモークショルダー
スライス（100g）................497円

【せんや】（国内産）牛モモ
ステーキ（100g当り）........498円

【フロ・プレステージュ】パテ・ド
カンパーニュ
（スライス）（100g）..........454円

〈クラージェ〉
ボージョレ・ヴィラージュ・
ヌーヴォー2018
（750㎖・1本）

....................2,880円

〈ドゥデ・ノーダン〉
ボージョレ・ヌーヴォー
2018（さくら草ラベル）
（750㎖・1本）

....................2,484円

グーテ・デ・ロワ プレミアム/簡易箱
（5枚）......................................................................................702円

15（木）ボージョレ・ヌーヴォー解禁!15（木）ボージョレ・ヌーヴォー解禁!

ガトーフェスタ ハラダ〈期間限定販売会〉 ルフラン
〈期間限定販売会〉◇１１月１４日（水）～２０日（火）まで　◇地階＝特設会場

◆１１月１４日（水）～２０日（火）まで
◆地階＝催場

NEW

NEW

食パン、シフォンケー
キなどが入ったお得
な詰合せセットです。

シベリア
（1個）..................................270円
昔ながらの懐かしい味。水
羊羹とホイップクリームをサン
ドしたカステラケーキです。

※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。

11/14 18
日

 

〒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

11/14  入間店

水

㊌



※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。●食料品売場

文明堂 本高砂屋 凮月堂 田吾作フロ・プレステージュ龜屋

【せんや】国産若鶏もも
角切り（100ｇ当り）......128円

国産豚ロース肉
うす切り・生姜焼
切り落し

【東信水産】〈鹿児島県産他〉
かんぱちお造り
（養殖/1パック）..................680円

〈香川県産〉
オリーブぶり切身（2切）
オリーブぶり刺身（1パック）
オリーブぶり西京漬け（2切）

〈香川県産〉
オリーブぶり切身（2切）
オリーブぶり刺身（1パック）
オリーブぶり西京漬け（2切）

明治 北海道十勝カマンベール
チーズ（90g・1箱）..........329円

写真はイメージです

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

ふっくら真あじの
大葉フライ（8個）
ささみの梅しそ立田揚げ（5個）
5種の彩り天盛り合せ（1パック）

味の素 オリーブオイルEX
バージン（600g・1本）.540円

森永 小麦胚芽のクラッカー
（64枚入・1箱）...................259円

日清フーズ マ・マースパゲティ
（1.4㎜/1.6㎜/300g・各1袋）..99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100点限りお1人様2点、先着100点限り

お1人様5点、先着1000点限り

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

各日お1人様2点、先着100点限り

お1人様5点、先着1000点限り

限定6点

〈長野県産他〉白菜
（1/4カット）.......................100円

〈長野県産他〉えのき茸
（約200g入・1袋）
〈茨城県産他〉ピーマン（1袋）
〈青森県産〉国産にんにく（1個）

国産豚ロース肉
うす切り・生姜焼
切り落し

〈長野県産他〉えのき茸
（約200g入・1袋）
〈茨城県産他〉ピーマン（1袋）
〈青森県産〉国産にんにく（1個）

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

【東信寿司】握り寿司
（10貫・1折）......................880円

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

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

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・1パック）1,262円

〈新潟県産他〉種無し柿
（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】国産若鶏ササミ
（100ｇ当り）............................98円

小江戸の心 ミルクティー
（10個入）................1,404円

高砂金鍔・銀鍔詰合せ
（15個入）................2,700円

【東信水産】〈宮城県産他〉
生さんま（2尾）.........480円

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

写真はイメージです

【デリカ味彩】南部鶏の
唐揚げ（100g当り）......199円

不二家 カントリーマアム徳用
（20枚入・1袋）...................215円

苺とチョコのマーブルシフォン
（1ホール）...............2,376円

ゴーフル
（5枚入）............................540円

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

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）............................79円

七五三カステラ
（特1号N）...............1,728円

【せんや】国産若鶏もも肉
（100ｇ当り）......................108円

【塩干】〈チリ産〉銀鮭切身
（甘口）（養殖/3切・1パック）540円

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

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

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）.....139円

丸美屋 麻婆豆腐の素（甘口/
中辛/辛口/162g・各１箱）.....159円

赤飯
（1人前・200g）.................486円

〈山形県産〉ラ・フランス
（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

【せんや】国産牛肩ロース
（うす切り/切り落し/焼肉/ステーキ） 【東信水産】本まぐろ入り

刺身盛合せ
（各3切入・1パック）...1,080円

キッコーマン
飲料 
調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）

.....189円
写真はイメージです

【デリカ味彩】いわし磯辺
フライ（6個・1パック）...280円

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

サクラ印 純粋はちみつ
ポリ（700g・1本）............699円

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

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

【塩干】〈鹿児島県産〉うなぎ
長焼き（1尾）.......1,780円

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

【デリカ味彩】12品目の
豆腐ハンバーグ
（4個・1パック）...................280円

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

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

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

お手持ちの包丁
の研ぎ承ります。
最終日：研ぎ受付
　　　 正午12時終了

海鮮ちらし
（1折）..............................690円

カキフライ弁当
（1折）..............................756円

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

特ロース
かつ（1枚）
482円

特ロース
かつ弁当
（1折）712円

オクゼン 堺業平
口金付三徳包丁
（鋼/刃渡り16.5㎝）

...............15,120円

京樽 麻布あさひ田吾作田吾作和幸和幸
今週の

日替り均一セール日替り均一セール

七五三

16㊎ 17㊏ 18㊐15㊍
デリカ味彩 東信水産 せんや 青果

580円299円
各1パック

100円
各1点

238円
各100g当り各1パック

大阪 堺業平刃物
実演販売会
使い勝手の良さと圧倒的な切れ味の
堺打刃物の期間限定販売会。

有料

新商品

3階＝家庭用品　　11/19（月）まで

3割引店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

全
品

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

水 日11/1811/14

16金限りのお買得

17土・18日限りのお買得

15木限りのお買得

●食料品売り出し期間


