
※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。

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

埼玉
名産品
特集　 先着300点限り

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）398円+税

モンカフェ ドリップコーヒー各種
（10個入・各1パック）298円+税

赤羽商店 瀬戸内産寿司焼
海苔（24枚・1袋）.698円+税

産地精米 
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・1袋）.....1,780円+税

にんべん
フレッシュ
パック
ソフト
（4.5g×8袋・
1パック）

298円+税
河村屋 野菜が主役 ゆず
白菜（210g・1袋）178円+税

【サイボクハム】
あらびきソーセージ
（230g）.........................................660円+税
【サイボクハム】
あらびきソーセージ
（230g）.........................................660円+税

【サイボクハム】
ポークウインナー
（145g）.........................................448円+税
【サイボクハム】
ポークウインナー
（145g）.........................................448円+税

船川農場産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

1,980円+税

【セイメイ
ファーム】
朝採りたまごの
焼きプリン
（150g・1個）

...................100円+税

【聖天寿し】　
稲荷詰合せ
（稲荷寿司×3、
のり巻き×4/1パック）

.......426円+税

でん六 小袋甘納豆
（235g・1袋）...........198円+税

雪印メグミルク ナチュレ恵
（プレーン/脂肪0/
400g・各1個）..........128円+税

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

明治 チョコレート効果
72％（75ｇ）・86％（70ｇ）
（各1箱）..................198円+税

ハーゲンダッツ アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・
1パック）...........1,178円+税

亀田製菓 亀田の柿の種
（6袋詰・1パック）....178円+税

丸彦製菓 二度揚げ餅
（10本・1袋）............198円+税

サントリー ザ・プレミアムモルツ
（350㎖×6缶・
1パック）..........1,258円+税

笛木醤油 
金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖・1本）

...598円+税

紀文 肉まん・あんまん
（3個・各1パック）....398円+税

明治屋 果実実感ジャム各種　
（340g・各1個）........298円+税

マルちゃん 焼そば
（150ｇ×3・1袋）......138円+税

明治 十勝カマンベール
（90g・1箱）..............278円+税

笛木醤油
金笛
春夏秋冬の
だしの素
（1000㎖・1本）

.......598円+税
各日お1人様2点限り 各日お1人様2点限り

各日お1人様2点限り

午前11時からの販売

セルフマートベストセレクション

1871年（明治4年）の廃藩置県により、
この日に埼玉県は誕生！その布告から
100年目の1971年（昭和46年）に
県が制定しました。

埼玉
名産品
特集　

青果朝市青果朝市

地元農家
の

新鮮取れ
たてが大

集合！地元農家
の

新鮮取れ
たてが大

集合！

■午前10時～（1時間程）
■1F＝ひびき前広場
■午前10時～（1時間程）
■1F＝ひびき前広場

熊谷市妻沼

幸手市嵐山町日高市 日高市 日高市

1114
（木）

11月14日（木）は県民の日！

クリスマスケーキご予約承り中
■名店特設コーナー　
■ご予約受付：12月14日㈯まで
■お渡し：12月23日㈪・24日㈫ 
　　　　 各日午前11時から

おせちご予約承り中
■名店特設コーナー　
■ご予約受付：12月22日㈰まで
■お渡し：12月31日㈫ 午前11時～午後5時

⬅おせちの電
子カタログは
ちらからご覧
ただけます。

⬅クリスマス
ケーキの電子
カタログはこ
ちらからご覧
いただけます。

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

11/13㈬～17㈰
1階＝食料品

14日
㈭限り

〈まるひろ〉まるひろオリジナル
「彩」≪いろどり≫おせち和洋三段重
（27品目 約3～4人前/21.8×21.8×5.6㎝×3段）

...........................................20,000円+税

〈オークウッド〉
カシスポワールモンブラン
（直径約15㎝）

4,800円+税
〈パティスリー 
アプラノス〉
アプラノス 
ショートケーキ
（直径約15㎝）

...4,200円+税 11月中の早期ご予約割引5％OFF

※雨天の場合は
　店内で実施い
　たします。

【デリカ味彩】サイボク
ゴールデンポーク
メンチカツ（1個）...............198円+税
【デリカ味彩】サイボク
ゴールデンポーク
メンチカツ（1個）...............198円+税

◆17（日）まで

2019

11/13  ㊌坂戸店

※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。

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。

11/13 17
水 日



※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。 紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

※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。

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。食料品日替り特価市

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】南部鶏の唐揚げ
（100ｇ当り）..............198円+税

ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・１本）...........418円+税

フジパン ネオバターロール・
レーズンバターロール
（6個・各１袋）...........148円+税

【せんや】（国内産）豚肩ロース
切り落し
（100ｇ当り）..............200円+税

〈宮崎県産〉日南どりムネ肉
（100ｇ当り）.................68円+税

【せんや】（国内産）豚バラうす切り
（100ｇ当り）...........198円+税

【せんや】（国内産）牛モモうす切り
（100ｇ当り）...........580円+税

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）98円+税

【東信水産】お魚お楽しみセット
（1セット）.........1,980円+税

冷凍食品

先着合わせて100点限り

お1人様6本
（1ケース）限り

先着1000点限り

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

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え
（100g当り）...........198円+税

【東信水産】〈宮城県産〉
金目鯛開き
（2枚）

.............500円+税 マルコメ 京懐石
（650g・1個）..........298円+税

味の素 オリーブオイルＥＸバージン
（600g・１本）..........598円+税

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ
（7個・１パック）......388円+税

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭切身
（ふり塩）
（養殖/解凍/1切）.138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

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】みそぽてと
（100g当り）...........120円+税

【せんや】（国内産）
牛小間切れ
（100g当り）

.............350円+税

【東信水産】〈北海道産〉ほたて
貝柱（解凍/約300g）980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

【せんや】（国内産）黒毛和牛
モモ切り落し
（100ｇ当り）...........900円+税

【デリカ味彩】
ピーマンの肉詰めフライ
（6個・1パック）

.............268円+税

【東信水産】本まぐろ中トロ握り
寿司セット
（12貫・1折）..1,280円+税

【デリカ味彩】トマトソース入り
オムレツ
（2枚・１パック）......278円+税

ヤクルト ヤクルト・ヤクルト
カロリーハーフ
（65㎖×10本・各１パック）378円+税

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

〈山形県産他〉サンふじ
（1個）.............................95円+税

〈グアテマラ産〉バナナ
（1袋）.............................95円+税

お1人様2点、先着200点限り

お1人様計2点限り

お1人様5点、先着1500点限り

〈新潟県産他〉種無し柿
（2Lサイズ・1個）..........98円+税

〈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500点限り

お1人様6個
先着600個限り

お1人様2点
先着50点限り

お1人様2点
先着100点限り

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500点限り

〈山形県産〉ラ・フランス
（1個）..........................98円+税

【東信水産】〈アメリカ産〉
銀だら切身
（解凍/100g当り）.280円+税

明治 おいしい牛乳
（900㎖・１本）....,...228円+税

紅葉堂 切出しカステラ
（3切・１パック）......198円+税

〈埼玉県産〉ほうれん草
（1袋）..........................98円+税

お1人様2点、先着500点限り

お1人様5点、先着500点限り

〈愛媛県産〉糖度センサー選別
ノーワックスみかん
（2Lサイズ
21玉入・1箱）1,000円+税

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）..........................98円+税

お1人様2点、先着500点限り

お1人様1点、先着100点限り

【東信水産】〈長崎県産他〉
真あじ開き（1枚）

【せんや】（国内産）若鶏
ササミ（100g当り）
【デリカ味彩】肉団子（100g当り）

〈埼玉県産〉きゅうり（3本）

〈茨城県産他〉ピーマン（1袋）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈長野県産〉えのき茸（1袋）

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

〈北海道産〉
玉ねぎ
（3個）

...................98円+税

〈メキシコ産〉
アボカド
（1個）

.............158円+税

〈北海道産〉
南瓜
（1/4カット）

...................98円+税

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。

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。

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。

【せんや】（国内産）牛小間切れ
（100ｇ当り）...........350円+税

写真はイメージです写真はイメージです

【デリカ味彩】いかのまるごと
唐揚げ
（100g当り）...........198円+税

〈長野県産〉
ぶなしめじ
（1袋）

...................98円+税

ブルゾン...................................19,000円+税
本体：ナイロン100％　袖：アクリル84％、ウール16％　
中綿：ポリエステル100％

クールネックトレーナー........9,900円+税
前面：アクリル71％、ウール29％　
フリース部分：ポリエステル100％

パンツ.........................................11,000円+税
綿74％、テンセル25％、ポリウレタン1％

タカノフーズ おかめ
ツインパック豆腐
（木綿/絹/200ｇ×2・

各1パック）..78円+税

【はごろも 
シャキッとコーン
（3缶・1パック）

.............198円+税

カップ印 
白砂糖
（1Kg・1袋）

..............158円+税

マルちゃん 赤いきつね
うどん（96ｇ）・緑のたぬき
天そば（101ｇ）
（各1個）.....98円+税

【東信水産】本まぐろ入刺身3点
盛合せ
（各3切・１パック）1,080円+税

ＪＡ全農 作り手の顔が見える
たまご
（10個・1パック）.....198円+税

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

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

〈フィリピン産〉ゴールデンパイン
（ブロックカット）
（約500g入・1パック）380円+税

ParisⅠ（パリスⅠ）...................................35,000円+税
サイズ：22.5～24.5cm　素材：牛革 スムース

ENJO 特別４点セット.......................10,000円+税
キッチンデュオクロス・バスルームデュオクロス・フェイスデュオグローブ・
ピーリングクロス 各１点ずつ

〈熊本県産他〉トマト
（1袋）....................298円+税

お1人様2点、先着200点限り

試食販売実施

〈埼玉県産〉
泥里芋
（1袋）

.............298円+税

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。

先着30点限り

テーブルランド なめ茸
（120g・1個）
明治 十勝まろやかヨーグルト
（78ｇ×4・１パック）

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）

先着50点限り
先着200点限り

先着合わせて50点限り

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 5割引

※一部商品を除く

東海 こくうまキムチ
（320g・１パック）...238円+税

紀文 紀文の季節
（11種21品・１パック）598円+税

西武酪農 酪農3.6牛乳
（1000㎖・１本）.....178円+税

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）..128円+税

パスコ 超熟食パン
（６枚切/８枚切/各1袋）138円+税

イトーセーブ 北海道産ゆめぴりか
（5㎏・1袋）....1,980円+税

スイス創業の、足にやさしいやわらかい履き心地の靴
Joya(ジョーヤ)。それはまるで素足で砂浜の上を歩いてい
るようなやわらかい履き心地。"やわらかさ"を徹底的に追
求したJoya（ジョーヤ）
のクッション性能は、あ
なたの足に“やさしさ”を
提供いたします。

シンプルな中にも拘りを感じるディティールやテク
スチャーに機能性をプラスして、クリーンで生活
感あるスタイルを提案いたします。

水だけで汚れを落とす、
特殊なファイバーを採
用。汚れても洗って繰り
返し使える、人にも環
境にも優しいアイテ
ムのご紹介です。

2階＝紳士服

エレメント オブ シンプルライフ
2階＝婦人雑貨 婦人靴

『Joya』期間限定販売会
3階＝家庭用品 特設会場

『ENJO』お掃除用品＆ボディケア用品 期間限定販売会 

数量限定

◆11月13日㈬～18日㈪ 最終日は午後4時終了 ◆11月13日㈬～17日㈰ 最終日は午後5時終了

13
水
限
り
の
お
買
得

14
木
限
り
の
お
買
得

15
金
限
り
の
お
買
得

16
土
限
り
の
お
買
得

17
日
限
り
の
お
買
得

●食料品売り出し期間 水 日11/17 ●食料品売場11/13

22
ポイント

15（金）は
東信水産
東信寿司
に限り

1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

坂 戸 店


