
※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。紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

初出店

試食販売実施 午前10時～午後6時

5/18限り土

5／18土オープニングスペシャルプライス

（国内産）黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

店頭表示価格（税抜）より
レジにて 3割引

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

〈韓国・太平洋沖産他〉まぐろぶつ切り
（解凍/1パック）................450円+税

国産牛（交雑種）〈群馬県産〉（産地直送）レタス
（1個）.....................................95円+税

本まぐろ入り握り寿司
（8貫・1折）........................980円+税

【デリカ味彩】ささみ梅しそ竜田
揚げ（5個・1パック）........268円+税

〈ニュージーランド産〉ゼスプリゴールド
キウイフルーツ（1個）.........95円+税

愛たまご 深谷育ちのたまご
（10個・1パック）................198円+税

サトウ 切り餅パリッとスリット
（1㎏・1袋）........................598円+税

〈埼玉県産他〉きゅうり（3本）

〈長野県産〉ぶなしめじ（1袋）

〈高知県産〉古根生姜（1袋）
〈メキシコ産〉アボカド（1個）

〈チリ産他〉銀鮭切身（甘口）（養殖/1切）

〈宮城県産他〉きざみめかぶ（生食用）
（100g当り）
国産豚もも切り落し肉（100g当り）
国産若鶏もも肉（100g当り）
【デリカ味彩】骨なしフライドチキン（1個）
【デリカ味彩】フランクフルト各種（1本）

先着900本限り お1人様5点、先着300点限り

お1人様2点、先着700点限り

お1人様5点、先着1000点限り

先着200点限り 先着100点限り

お1人様計3点、先着150点限り先着100点限り

マルちゃん 北海道産小麦の玉うどん
（180g×3・1袋）
くらまき ふわふわ豆腐（230g・1パック）

ネスカフェ ゴールドブレンド
ボトルコーヒー
（甘さ控えめ/無糖/900㎖・各1本）

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。 ※数に限りがございます。

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

（岩手県産）南部鶏もも肉
（100g当り）...............158円+税

ランチ握り寿司
（8貫・1折）.................680円+税

【デリカ味彩】海鮮しゅうまい
（6個・1パック）...........268円+税

はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）..........198円+税

刺身盛合せ ６点盛
（3切×6点・1パック）..980円+税

紀文 マリーン（4本×3）・竹笛（4本）
（各1個）....................148円+税

先着50点限り

午後4時から
のお買得

うまいものフェア 日高店より飯能店より 初夏の九州・沖縄フェア

パティシエの
りんごスティック
（5個入）

......717円+税
山菜にしん
（250g）

......500円+税

まぐろ
サービス丼
（1折）

..........550円+税

いわしハンバーグ
（8枚）

...1,000円+税
きびなご一夜干し
（6串）

..1,000円+税
きびなご一夜干し
（6串）

..1,000円+税

西京漬詰合せ
（8枚）

..1,000円+税
西京漬詰合せ
（6切）

..1,000円+税

豆乳
メロンプリン
（20個入）

.....1,200円+税

福岡県／博多八助

東京都／まぐろ一番本舗

北海道／札幌Hiragishi

鹿児島県／マルフク 川畑水産

東京都／魚武

青森県／あおもり北彩館

宮城県／伊達のいわし

長崎県／新鮮な海の市場

博多ひとくち餃子
（30個入）

1,800円+税

生姜黒糖
（150ｇ・1袋）.......300円+税

【海産物のわたなべ】
おかずいりこ（200ｇ）1,000円+税

【福砂屋】カステラ0.6号
（1本）.........................1,100円+税

◆5/20（月）まで（最終日は午後4時閉場）　◆2階＝特設会場　※ポイントサービスの対象外となります。 ◆5/20（月）まで（最終日は午後4時閉場）　◆1階＝特設会場  ※ポイントサービスの対象外となります。

げたんは
（10枚入）...........................300円+税
えぼし漬
（500ｇ）.............................300円+税
薩摩みそかぶり
（180g）.............................350円+税

太平燕 白湯
とんこつ味
（5食）................................350円+税
デコポンストレート
（190ｇ）..............................149円+税
黒糖ドーナツ棒
（12本）..............................400円+税

「くまモン」がやってくる！　

日時：5月18日㈯ 
　　　①午後12時30分から 
　　　②午後3時30分から 
場所：1階特設コーナー
ゆるキャラ®グランプリ2011で
第1位に輝いた「くまモン」が
会場にやってきます。

熊本県営業部長兼しあわせ部長
「くまモン」が来店

99円+税 均一セール99円+税 均一セール数量限定

【サイボク】 
ポーク
ウインナー
（1パック）

420円+税
【サイボク】スモークショルダー 
スライス
（1パック）.........................480円+税

サイボク
試食販売会

角切り黒糖
（300g）..............................386円+税
沖縄もずくと
がごめ昆布スープ
（65ｇ）................................656円+税
明星カップ沖縄そば
（84g）................................242円+税
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※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。

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。



※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。※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ください。商品は豊富に取り揃えてございますが、万一品切れの場合はご容赦ください。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

日高店　1階＝午前10時～午後7時30分
　　　　2階＝午前10時～午後7時

各店・営業時間
飯能店　午前10時～午後7時

〈熊本県産〉トマト
（1袋）......................280円+税

牛・豚・鶏 切り落し肉・小間切れ肉 本まぐろ入り刺身盛合せ
３点盛（1パック）...980円+税 〈熊本県産〉肥後浪漫すいか

（1/8カット）...........498円+税
握り寿司
（10貫・1折）...........880円+税

国産豚ロース味噌漬け
（1パック）..............380円+税

【デリカ味彩】チキンステーキ
（照り焼き）（1パック）240円+税

明星 一平ちゃん夜店の焼そば
（135g・1個）...............99円+税

アサヒコ 昔あげ
（2枚・1袋）.................78円+税

〈オーストラリア産他〉ミックス
ぶどう（1パック）..380円+税

〈韓国・太平洋沖産他〉まぐろ
切落し（1パック）580円+税

国産豚ロース生姜焼用
（100g当り）...........158円+税

【デリカ味彩】いわし磯辺フライ
（6個・1パック）.......268円+税

サトウ コシヒカリ3食パック
（200ｇ×3・1パック）298円+税

タカノ 極小粒カップ3
（30ｇ×3・1パック）......78円+税

〈フィリピン産〉ゴールデンパイン
（約500g入・1パック）380円+税

【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）.........268円+税

〈静岡県産他〉かつおたたき
刺身
（解凍/1パック）.......480円+税

ヤスダ バラエティセット
（500㎖×4本・
1セット）..............1,000円+税

カップ印 白砂糖
（1㎏・1袋）...............158円+税

かどや 金印純正ごま油
（300g・1本）.............398円+税

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

〈沖縄県産〉南瓜
（100g当り）..................78円+税

サイボク豚もも切り落し肉
（100g当り）.............188円+税

〈長崎県産他〉真あじ開き
（3枚）......................380円+税 〈鹿児島県産他〉オクラ

（1ネット）.....................98円+税
丼物各種（鉄火丼・ばらちらし丼・
穴子丼他）（各1パック）480円+税

国産若鶏もも唐揚げ用
（100g当り）................98円+税

【デリカ味彩】ロースカツ重
（1パック）..............350円+税

日清 密封チャック付フラワ－粉
（1㎏・1袋）............198円+税

くらまき 国産大豆 豆腐
（絹ごし/木綿/
300g・各1パック）.......78円+税

〈アメリカ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（1袋）..398円+税

〈ロシア・アメリカ産他〉筋子（甘口）
（生食用/100g当り）580円+税

〈群馬県産〉やまと豚バラ
うす切り肉
（100g当り）...........168円+税

【デリカ味彩】若鶏の竜田
揚げ（100g当り）188円+税

ピックルス ぬか胡瓜
（2本・1パック）.......198円+税

味の素 さらさらキャノーラ油
（1000g・1本）........198円+税

〈群馬県産〉（産地直送）
ほうれん草（1袋）...98円+税

【デリカ味彩】小えびと里芋
の揚げ団子
（6個・1パック）.........340円+税

〈チリ産〉銀鮭西京味噌漬け
（養殖/2切）.............380円+税

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）.....188円+税

山印醸造 昔ながらの天然醸造
無添加・塩分ひかえた昔ながら
の減塩みそ
（750g・各1個）.........298円+税

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

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）......................198円+税

サイボク豚小間切れ肉
（100g当り）.............168円+税

〈ロシア・アメリカ産〉紅鮭切身
（甘口）（2切）.........380円+税 〈高知県産〉みょうが

（1パック）...................98円+税
海鮮太巻き
（1パック）..............480円+税

国産若鶏むね肉
（100g当り）................48円+税

【デリカ味彩】ソース焼そば
（1パック）..............240円+税

紀文 3連玉子とうふ
（65g×3・1パック）......99円+税

味の素コンソメ
（7個入・1箱）..............99円+税

〈アメリカ産〉ネーブルオレンジ
（1袋）....................298円+税

〈鹿児島県産他〉うなぎ長焼き
（養殖/1尾）...1,780円+税

〈群馬県産〉やまと豚ロース
うす切り肉
（100g当り）...........248円+税

【デリカ味彩】ミニキャベツ
メンチカツ
（5個・1パック）......268円+税

紀文 はんぺん
（2枚・1袋）............100円+税

丸広 生活応援六条麦茶
（30パック・1袋）....138円+税

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
キウイフルーツ（1個）98円+税

【デリカ味彩】タルタル風味の
一口まぐろカツ
（10個・1パック）.......278円+税

〈静岡県産他〉釡揚げしらす
干し（100g当り）....480円+税

河村屋 ゆず白菜
（250g・1袋）............198円+税

丸美屋 麻婆豆腐の素
（甘口/中辛/辛口/
162g・各1箱）..........158円+税

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）128円+税

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、先着300点限り
先着50点限り 先着50点限り

先着50点限り

先着50点限り

先着50点限り 先着50点限り

先着50点限り

試食販売実施

先着200点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着50点限り先着100点限り
お1人様2点、先着100点限り

店頭表示価格
（税抜）よりレジにて3割引

先着30点限り

先着20点限り

父の日弁当・お酒ご予約承ります

にんべん つゆの素・白だし
（1000㎖・各1本）....398円+税  

【なだ万厨房】父の日御膳
（1折）..............2,500円+税

【日本橋玉ゐ】箱めし
（小箱/1折）....1,620円+税

【叙々苑】カルビ弁当
（1折）..............2,593円+税

【利久】牛たん弁当
（1折）..............1,240円+税

【帝松】
①手造り大吟醸桐箱入
（名入れ）
（720㎖・1本）3,700円+税
②特選純米吟醸金箔入
（名入れ）
（1.8ℓ・1本）...3,300円+税

◆承り期間＝6月9日（日）まで　◆承り場所＝和洋酒コーナー
◆お渡し日＝6月14日（金）～16日（日）

◆承り期間＝6月15日（土）まで　◆承り場所＝銘店コーナー
◆お渡し日＝6月16日（日）限り

※行書体か楷書体を選択できます（写真は行書体）
　名前の右側に10から20文字までのメッセ－ジを入れることができます。

①
②

※数に限りがございます。

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店）

※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5/21

19
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。

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

20
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。

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

21
火
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。

5/18
チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。


