
たからや フレサみなみ野店
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●お買得品は、ほんの一例です。特売品は多数取り揃えておりますが、万一品切れの節はご容赦ください。2は当店平常価格の略称です。チラシ表示価格は消費税込みの価格となります。たからやホームページアドレスhttp://www.super–takaraya.co.jp

11月17日（水）～11月18日（木）■広告の売出期間

※一部商品は除きます
※ロックアイスは除きます

お 酒

17171711/11/11/
（水）（水）（水）・・・181818

999 404040 スタートスタートスタート！！！
（木）（木）（木）
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さ
あ
さ
あ
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新潟・長野産新潟・長野産新潟・長野産

ぶなしめじぶなしめじぶなしめじ〈大〉〈大〉〈大〉
（1パック）（1パック）（1パック）

888888\\\

長野・新潟などの国内産長野・新潟などの国内産長野・新潟などの国内産

えのき茸えのき茸えのき茸〈大〉〈大〉〈大〉
（1袋）（1袋）（1袋）

686868\\\

★お1人様2袋限り

フィリピン産フィリピン産フィリピン産

バナナバナナバナナ（1袋）（1袋）（1袋）

686868\\\

★先着200名様限り
お1人様1袋限り 秋田産直秋田産直秋田産直

サンふじサンふじサンふじ
〈Lサイズ〉（1コ）〈Lサイズ〉（1コ）〈Lサイズ〉（1コ）

888888\\\

999\\\

★先着300名様限り
お1人様4コ限り 横濱ハム横濱ハム横濱ハムロングウインナーロングウインナーロングウインナー

〈プレーン・チョリソ・レモンバジル〉〈プレーン・チョリソ・レモンバジル〉〈プレーン・チョリソ・レモンバジル〉
（各6本入・1袋）（各6本入・1袋）（各6本入・1袋）
通常価格各298円の品通常価格各298円の品通常価格各298円の品

380380380\\\
198198198\\\

ロースハムスライスロースハムスライスロースハムスライス
ベーコンスライスベーコンスライスベーコンスライス
（各100g当り）（各100g当り）（各100g当り） 787878\\\

牛丼・炒め物・煮物に最適牛丼・炒め物・煮物に最適牛丼・炒め物・煮物に最適
国産国産国産牛切落し牛切落し牛切落し
（100g当り）（100g当り）（100g当り）

178178178\\\

000

鹿児島産鹿児島産鹿児島産

刺身用生本まぐろ刺身用生本まぐろ刺身用生本まぐろ
〈養殖〉（100g当り）〈養殖〉（100g当り）〈養殖〉（100g当り）

680680680\\\

北海道・青森産など北海道・青森産など北海道・青森産など

生食用帆立貝柱生食用帆立貝柱生食用帆立貝柱
〈養殖・解凍〉〈養殖・解凍〉〈養殖・解凍〉
（200g入・1パック）（200g入・1パック）（200g入・1パック）

398398398\\\

タイ・インド・タイ・インド・タイ・インド・
インドネシア産などインドネシア産などインドネシア産など

天然無頭えび天然無頭えび天然無頭えび〈特大〉〈特大〉〈特大〉
（10尾入・1パック）（10尾入・1パック）（10尾入・1パック）

480480480\\\

アメリカ産アメリカ産アメリカ産縞ほっけ開き縞ほっけ開き縞ほっけ開き
ノルウエー産ノルウエー産ノルウエー産さば開きさば開きさば開き
アメリカ産アメリカ産アメリカ産赤魚開き赤魚開き赤魚開きなどなどなど
（各1枚）（各1枚）（各1枚）

298298298\\\000

お寿司コーナー

海鮮丼
〈ズワイガニ・いくら入〉
（1人前）

480\

江戸前寿司三条
〈うに・いくら入〉
10カン
1パック 680\(            )

※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。

CJジャパンCJジャパンCJジャパン

ゴールドゴールドゴールド
コチュジャンコチュジャンコチュジャン
（60g）（60g）（60g）

148148148\\\

ヤクルトヤクルトヤクルト

ヤクルトヤクルトヤクルト
（65ml×5）（65ml×5）（65ml×5） 138138138\\\

日本ミルクコミュニティ

牧場の朝
ヨーグルト
（78g×3） 78\

紀文紀文紀文はんぺんはんぺんはんぺん
（2枚入）（2枚入）（2枚入） 989898\\\

国太楼国太楼国太楼

目覚めの一服目覚めの一服目覚めの一服
濃い味のお茶濃い味のお茶濃い味のお茶
さっぱり味のお茶さっぱり味のお茶さっぱり味のお茶

（各100g）（各100g）（各100g）

398398398\\\
むつみむつみむつみあくぬきあくぬきあくぬき
〈白滝〉180g〈白滝〉180g〈白滝〉180g
〈黒こんにゃく〉〈黒こんにゃく〉〈黒こんにゃく〉
（230g）（230g）（230g） 585858\\\

堀川

おでん袋
（10種18コ入）

198\

キューピーキューピーキューピーランプ　ランプランプ
いちごジャムいちごジャムいちごジャム
オレンジマーマレードオレンジマーマレードオレンジマーマレード
ブルーベリージャムブルーベリージャムブルーベリージャム

（各380g）（各380g）（各380g） 188188188\\\

CJジャパンCJジャパンCJジャパン

韓国韓国韓国
味付けのり味付けのり味付けのり
（10枚×8パック入）（10枚×8パック入）（10枚×8パック入）198198198\\\

マック食品マック食品マック食品

3玉うどん3玉うどん3玉うどん
（180g×3）（180g×3）（180g×3） 989898\\\

桂香園桂香園桂香園

烏龍茶烏龍茶烏龍茶
緑茶緑茶緑茶
（各2L）（各2L）（各2L）

128128128\\\

CJジャパンCJジャパンCJジャパン焼肉のたれ焼肉のたれ焼肉のたれ
コチュジャン辛口コチュジャン辛口コチュジャン辛口
しょうゆ中辛しょうゆ中辛しょうゆ中辛

（各280g）（各280g）（各280g）
〈 〉〈 〉〈 〉

000

000 000

八角部屋直伝ちゃんこ鍋つゆ八角部屋直伝ちゃんこ鍋つゆ八角部屋直伝ちゃんこ鍋つゆ
〈醤油・味噌・塩・キムチ・カレー〉〈醤油・味噌・塩・キムチ・カレー〉〈醤油・味噌・塩・キムチ・カレー〉
（各750g）（各750g）（各750g）

タカノフーズタカノフーズタカノフーズ

おかめ納豆おかめ納豆おかめ納豆
極小粒 ミニ3極小粒 ミニ3極小粒 ミニ3
（50g×3）（50g×3）（50g×3）

コカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ

コカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ
コカ・コーラゼロコカ・コーラゼロコカ・コーラゼロ
（各2L）（各2L）（各2L）

000

明治乳業明治乳業明治乳業

プライムセレクションプライムセレクションプライムセレクション
スライスチーズスライスチーズスライスチーズ
とろけるスライスとろけるスライスとろけるスライス
（各8枚入）（各8枚入）（各8枚入） 158158158\\\

日本ミルク
コミュニティ

雪印コーヒー
（1,000ml）

98\000
〈 〉〈 〉〈 〉

湖池屋湖池屋湖池屋

ポテトチップスポテトチップスポテトチップス
のり塩・うすしおのり塩・うすしおのり塩・うすしお
リッチコンソメリッチコンソメリッチコンソメ
（各60g）（各60g）（各60g）

198198198\\\
686868\\\000

〈 〉〈 〉〈 〉

ぼんちぼんちぼんちうま辛揚げせんうま辛揚げせんうま辛揚げせん120g120g120g
岩塚製菓岩塚製菓岩塚製菓

味しらべ味しらべ味しらべ
36枚入36枚入36枚入 108108108\\\ ロッテロッテロッテ

チョコパイパーティパックチョコパイパーティパックチョコパイパーティパック 9個入9個入9個入

不二家不二家不二家カントリーマアムカントリーマアムカントリーマアム 24枚入24枚入24枚入

フルタフルタフルタ

生クリーム生クリーム生クリーム
チョコチョコチョコ
204ｇ204ｇ204ｇ 198198198\\\

亀田製菓スーパーフレッシュ
柿の種6P
（260ｇ）

148\

〈 〉〈 〉〈 〉
000

〈 〉〈 〉〈 〉

000

日本ミルクコミュニティ日本ミルクコミュニティ日本ミルクコミュニティ

味わいコーヒーゼリー味わいコーヒーゼリー味わいコーヒーゼリー
なめらかプリンなめらかプリンなめらかプリン
（各70g×3）（各70g×3）（各70g×3） 686868\\\

000

サークルツーサークルツーサークルツー

たっぷりたっぷりたっぷり
白菜ミックス白菜ミックス白菜ミックス
（300g）（300g）（300g）

158158158\\\

国産さわやかポーク使用国産さわやかポーク使用国産さわやかポーク使用！！！

自家製手作り厚切りとんかつ自家製手作り厚切りとんかつ自家製手作り厚切りとんかつ

500500500\\\258258258\\\

各日先着200枚限り

1枚 2枚

えびと野菜の盛合せ天丼
えび天・さつま天・かぼちゃ天
なす天・大葉天・竹輪磯辺天入

（1パック）

各日先着50パック限り
当店のお弁当のお米は国内産コシヒカリをアルカリイオン水で炊いています

〈 〉 348\
広島産かきフライのお弁当
（1パック）

各日先着50パック限り

348\
自家製豚もつの煮込み
（1パック） 298\

元祖和ふ庵の10円まんじゅう

黒糖まんじゅう
（10コ入）
※通常は110円になります。100\

キリンキリンキリン のどごし生のどごし生のどごし生
（350ml）（350ml）（350ml）

※1缶当り約102円※1缶当り約102円※1缶当り約102円

※1缶当り118円※1缶当り118円※1缶当り118円

※1缶当り100円※1缶当り100円※1缶当り100円

608608608\\\

2,4002,4002,400\\\

6缶パック

24缶入
1ケース

キリンキリンキリン
一番搾り一番搾り一番搾り
（350ml）（350ml）（350ml）

※1缶当り約172円※1缶当り約172円※1缶当り約172円

※1缶当り170円※1缶当り170円※1缶当り170円

1,0281,0281,028\\\

4,0804,0804,080\\\

6缶パック

24缶入
1ケース

メルシャンメルシャンメルシャン
ビストロビストロビストロ
〈赤・白・ロゼ〉〈赤・白・ロゼ〉〈赤・白・ロゼ〉
（各720ml）（各720ml）（各720ml）

268268268\\\

500500500\\\

1本

よりどり
2本

宝酒造宝酒造宝酒造
松竹梅松竹梅松竹梅
〈天・本辛燗酒〉〈天・本辛燗酒〉〈天・本辛燗酒〉
（2L）（2L）（2L）

880880880\\\

キリンキリンキリン
淡麗淡麗淡麗
（350ml）（350ml）（350ml）

※1缶当り約116円※1缶当り約116円※1缶当り約116円

708708708\\\

2,7802,7802,780\\\

6缶パック

24缶入
1ケース

000

冷凍食品 アイス

半額4割
引

はじめまして、たからやフレサみなみ野店です。

この度、みなみ野の町、アクロスモール八王子みなみ野

（ショッピングモール内・１階）にオープン致しました、

スーパーマーケットです。

フレサでは「おいしさ・便利に・まごころ込めて」をモットーに

お野菜・フルーツでは、旬のおいしさをお安く、

お魚・お寿司では、とれたて切りたての新鮮さ、

お肉では、こだわりの安全な原材料をお好みのカットで、

お惣菜では、手造り出来立て作りたてを、

まごころ込めた接客サービスでお届けいたします。

「フレサ」ってなに？

「元気・新鮮・活き活き」の意味を持つエスペラント語で

私たちこのお店で働くものの姿をあらわす言葉です。

英語で言うと、フレッシュと同じ意味を持ちます。

皆様のご来店を従業員一同、心よりお待ちしております。

たからやフレサみなみ野店　店長　佐藤文三

…‹u|……‹‹uu||…‹u|…‹u| ¥œt|¥¥œœtt||¥œt|¥œt| ªt|ªªtt||ªt|ªt| b§t|bbb§§tt||b§t|b§t|

おいしさ、便利、まごころこめて!!地域にご奉仕　 ★チラシ表示価格は消費税込みの価格です。

19191911/11/11/
（金）（金）（金）

999 404040 開店開店開店あ
さ
あ
さ
あ
さ 時時時 分分分

グランドオープングランドオープングランドオープン

ごあいさつ

たからやフレサみなみ野店長
佐藤　文三

※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。

各1袋

よりどり
2袋

000

横濱ハム横濱ハム横濱ハム

ごちそうロースハムごちそうロースハムごちそうロースハム
（スライス）（スライス）（スライス）
（200g入・1パック）（200g入・1パック）（200g入・1パック） 380380380\\\

各1本

よりどり
2本

158158158\\\

お 惣 菜

000

000

当社開発商品

TVでおなじみのあのTVでおなじみのあのTVでおなじみのあの

和ふ庵直伝！和ふ庵直伝！和ふ庵直伝！

自社製造

※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。

サイキ食品もやしもやしもやし
（200g・1袋）（200g・1袋）（200g・1袋）

★先着800袋限り・お1人様2袋限り

今ついている価格（税込）よりレジにて

今ついている価格（税込）よりレジにて

17日（水）・18日（木）の2日間連続

000
よりどり
3袋

各1袋

アクロスモール八王子みなみ野（ショッピングモール内）

042-632-8222

通常営業時間
あさ10時sよる10時

★あわせて先着150kg限り・お1人様1kg限り
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