
※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。

◆9/18（水）～23（月・祝）（最終日は午後4時閉場）
◆1階＝特設コーナー
  

※ポイントサービス対象外となります。

手
み
や
げ

手
み
や
げ

期間限定販売

婦人カットアンドソーン各種
...............................1,000円+税

婦人シャツ各種
...............................1,500円+税

婦人バッグ各種
...............................2,000円+税

紳士ポロシャツ各種
...............................2,000円+税

紳士カジュアルシャツ各種
...............................2,000円+税

婦人パンツ各種
...............................2,000円+税

婦人大きいサイズ
Tシャツ各種
...............................1,000円+税

婦人シューズ各種
...............................3,000円+税

婦人帽子各種
...............................1,000円+税

紳士バッグ各種
.......................3,000円+税から

◆24（火）まで　◆2階

◆9/18（水）～23（月・祝）
◆1階＝食料品

〈茨城県産他〉
アールスメロン
（2玉入・1箱）

4,000円+税

〈栃木県産〉
梨詰合せ（1箱）
1,980円+税
〈栃木県産〉
梨詰合せ（1箱）
1,980円+税

〈茨城県産他〉
アールスメロン
（2玉入・1箱）

4,000円+税

フルーツ詰合せ
（1パック）

1,000円+税より
フルーツ詰合せ
（1パック）

1,000円+税より

本まぐろ入刺身盛合せ
（6点盛・1パック）......................1,980円+税
本まぐろ入刺身盛合せ
（6点盛・1パック）......................1,980円+税

握り寿司24貫セット
（1折）......................................2,380円+税

【デリカ味彩】天ぷら盛合せ
（2人前・1パック）...650円+税

野菜のうま煮
（1パック）........................................298円+税野菜のうま煮
（1パック）........................................298円+税

握り寿司24貫セット
（1折）......................................2,380円+税

「生」食パン
（2斤・1本）

800円+税

国産牛（交雑種）肩ロース
すき焼き用（100g当り）................................780円+税国産牛（交雑種）肩ロース
すき焼き用（100g当り）................................780円+税

【トップス】
マロンクリーム
ケーキ（1台）
......980円+税

【ヨックモック】
シガール
（20本入）

1,350円+税

【中央軒煎餅】
花色しおん
（14袋入）

1,500円+税

【東京ひよ子】
名菓ひよ子
（8個入）

1,080円+税

おはぎ（つぶ・こし・金ごま）
（各1個）............................160円+税
おはぎ（つぶ・こし・金ごま）
（各1個）............................160円+税

仏花
（1束）

600円+税から

【龜屋】すいーとぽてと・
もんぶらん詰合せ
（6個入）..1,450円+税

〈横瀬町・秩父福寿〉極細
生そば（300ｇ・1パック）..............398円+税〈横瀬町・秩父福寿〉極細
生そば（300ｇ・1パック）..............398円+税

〈横瀬町・
秩父藤田屋〉
秩父産手縛りしらたき
（400g・1袋）.............................220円+税

〈人形町今半〉
すき焼割下
木樽醤油仕込み
（360㎖・1本）

.....740円+税

カステラ 0.6号
（1本）....................1,100円+税

〈もぎ豆腐店〉
こんがり三之助
（1丁）..330円+税

無添加いぶりがっこ
（200g・1本）...621円+税

稲庭うどん徳用曲り
（400g・1袋）.........................600円+税

9/22㊐・23㊊㊗

本枯鰹節
削りたて実演
（50g）

368円+税

一藻百味
(梅・さけ・明太子・ネギ・うに)
（各1袋）.............................180円+税

つゆの素
ぬれおかき
（100g・1袋）

.............350円+税
東京暖簾めぐり
（5袋入）......500円+税

天下鯛へい 栗餡
（6個入・1箱）

1,120円+税
日本橋最中
（6個入・1箱）

1,000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

秋田うまいもの特集

アンジェフルール

乃が美

福砂屋

龜屋

デリカ味彩東信水産 東信寿司

日本橋フェア

写真はイメージです

写真はイメージです

9/30（月）まで

9/20
（金）

お1人様1点
先着150点限り

9/21（土）～23（月・祝）

9/20（金）～23（月・祝）

◆9/18（水）～23（月・祝）
   （最終日は午後4時閉場）
◆1階＝特設コーナー
  

彼岸そば 季節の移り変わりに疲れた体を労る意味合いから、
お彼岸には「おそば」を食べる習慣があります。

限定販売

※チョコレートケーキもお取り扱いしております。

※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。

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

2019

9/18㊌



生活応援 プライス 食料品日替り特価市
※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

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。

水 月・祝9/239/18

キャンペーン無金利期間限定！！ 手数料はまるひろが負担します。 
■9月29日（日）まで　　■1レシート30,000円+税以上が対象です。
　※対象商品は一部除外もあります。詳しくは係員におたずねください。
期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用になる場合、分割手数料はまるひろが負担いたします。

まるひろMクラブカード［クレジット機能付］、スターカード、アトレMクラブカード
キャンペーン対象カード

※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。
※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかとなります。

※ららぽーと富士見店は除く。

〈岩手県産他〉きゅうり（3本）

〈北海道産〉にんじん（3本入・1袋）

〈山形県産他〉長ねぎ（2本入・1袋）

〈新潟県産〉雪国まいたけ（1パック）

【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

ネスカフェ ゴールドブレンド・コク
深め（80g・各1個）.........398円+税

マルちゃん赤いきつね（96g）・
緑のたぬき（101g）（各1個）
Ｓ＆Ｂ 本生本わさび・本生
和からし（43g・各1箱）
ネクストレード さば水煮
（180g・1缶）
ヒガシマル うどんスープ
（48g・1箱）

ダノン ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/いちご/ブルーベリー/75g×4・1パック）

森永 マウントレーニア カフェラッテ各種（240㎖・各1本）
マルちゃん 北海道産小麦の玉うどん（180g×3・1袋）

関越 国産生っ粋のこんにゃく（黒）（220g）・
国産生っ粋のしらたき（180g）（各1個）

国産牛（交雑種）ステーキ用
（サーロイン・約170g/
ロース・約190g/各1枚）1,280円+税

〈青森県産他〉サン津軽りんご
（1個）...................................95円+税

【東信水産】〈アメリカ・ロシア産〉
紅鮭（甘口）（1切）.....198円+税

小岩井 生乳100%ヨーグルト
（400g・1個）...................178円+税

お1人様6本、先着3000本限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様2点、先着500点限り

先着合わせて200点限り

先着100点限り

9／18水オープニングスペシャルプライス

冷凍食品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

5割引
ハーゲンダッツ
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

3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

国産若鶏もも肉
（100g当り）....................98円+税

【東信寿司】海鮮太巻5貫入
（1パック）...................480円+税

【デリカ味彩】チキンステーキ
（照り焼き）（1パック）250円+税

【東信水産】〈宮城県産他〉金目鯛
干物（2枚）...............500円+税

JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）........178円+税

デルモンテ トマトケチャップ
リコピンリッチ　
（485g・１本）.............158円+税

先着100点限り
午後4時から
のお買得

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

写真はイメージです写真はイメージです

※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。

3割引
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

牛・豚・鶏切り落し・
小間切れ肉

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

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

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1房）.............500円+税

〈栃木県産他〉梨
（4個）.............500円+税

【東信水産】〈北海道産他〉
ほたて貝柱
（生食用/約200g）880円+税

【東信水産】〈韓国産他〉めばち
まぐろ中とろ刺身用柵
（100g当り）........580円+税

お1人様2点、先着200点限り お1人様8個、先着1000個限り

〈北海道産〉ブロッコリー
（1個）...................98円+税

〈群馬県産〉（産地直送）
レタス（1個）....98円+税

お1人様2点、先着500点限り お1人様2点、先着500点限り

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

19木・20金限りのお買得

19木限り 20金限り

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

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

明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト
（78g×4・1パック）..98円+税

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）..178円+税

【東信寿司】本まぐろ入り握り
寿司8貫セット
（1折）................980円+税

【デリカ味彩】揚げ茄子の
甘辛煮風
（5本・1パック）..278円+税

【デリカ味彩】埼玉県産里芋
コロッケ
（3個・1パック）..230円+税

〈岡山県産〉ニューピオーネ
（1房）.................700円+税

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1000㎖・各1本）

298円+税
〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
グリーンキウイフルーツ
（大玉1個）..............98円+税

【東信水産】〈台湾・太平洋沖他〉
まぐろ切落し
（約140ｇ入）.......680円+税

お1人様2点、先着200点限り

21土限りのお買得

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

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）98円+税

お1人様2点、先着300点限り

〈青森県産他〉
トマト（1箱）
..298円+税
〈青森県産他〉
トマト（1箱）
..298円+税

お1人様2点、先着100点限り

〈北海道産〉
南瓜（1/4カット）
....98円+税

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

【デリカ味彩】ミニ豚ロース
串カツ
（10本・1パック）298円+税

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）178円+税

【東信水産】〈スペイン産他〉
天然本まぐろ切落し
（1パック）............680円+税

お1人様5点、先着500点限り
お1人様2点、先着500点限り

各日お1人様2点、先着50点限り

お1人様5点、先着1500点限り

22日限りのお買得

写真はイメージです写真はイメージです

〈南アフリカ産〉グレープ
フルーツ（レッドハート）
（1個）......................98円+税

タカノ おかめツインパック
豆腐（絹/木綿/
200g×2・各1パック）78円+税

〈群馬県産〉黒毛和牛【デリカ味彩】さんまの
竜田揚げ
（100g当り）.......248円+税

〈岩手県産〉南部どり
店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引
国産牛（交雑種）

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

〈長野県産他〉
シャインマスカット
（1パック）...1,000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

ラム革ハンドバッグ.....5,000円+税 ４ＷＡＹバッグ..... 4,800円+税

国産豚ロースうす切り肉
（100g当り）.......168円+税

【東信水産】本まぐろ中とろ入り
刺身盛合せ
（3点盛・1パック）980円+税

【デリカ味彩】えびすかぼちゃ
コロッケ
（5個・1パック）..268円+税

【東信水産】本まぐろづくし
握り寿司巻物入り
（各4貫・1折）1,280円+税

【東信寿司】本まぐろ中とろ入り
握り寿司12貫セット
（1折）.........1,500円+税

朝日オリテラ ＥＸＶ
オリーブオイル
（1ℓ・1本）..........598円+税

お1人様5点、先着200点限り

23月　限りのお買得

  にんべん
つゆの素・
白だし
（1000㎖・各1本）

398円+税

先着200点限り

バッグバーゲンバッグバーゲン
限定お買得品

数量限定95円+税 均一セール

23（月・祝）まで
2階＝特設会場
（最終日は午後3時閉場）


