
10/13水

2021

新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や臨時休業をする場合がございます。

店舗＆従業員の取り組みお客様へのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとお願い

お客様同士、適度な距離を
保ってのお買物のお願い 

少人数でのご来店入店時の手指の消毒お客様へマスク着用の
お願い

マスク着用と
検温を実施します

定期的な換気と
消毒を行います

いつもより距離をとって
ご対応します

現金・カードはトレーにのせて
お預かり、お渡しいたします

混雑時には3つの密回避
のため、入場制限を実施

飯能店 まるひろホームページは、こちらから➡
営業時間：午前10時～午後7時

http://www.maruhiro.co.jp

〒357-0025 飯能市栄町24番地4 042（973）1111（代表）

10/13水 14木 15金 16土 17日
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・・・・・・・・・・・・・・・本体価格750円
（税込810円）

【トミーズ】
あん食
（1.5斤）

北海道産の粒あんを、
生クリーム入りのパン生地に
混ぜ合わせた新感覚の食パン。

秋の旬のフルーツを使った
フルーツサンドなど
多彩にご用意いたします。

オリジナルブレンドの
小麦を使用した、
耳まで柔らか生食パン。

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格750円
（税込810円）

【トミーズ】
あんバター食
（1.5斤）

スイス産の発酵バターを混ぜた
食パン生地に、北海道産の
粒あんを合わせました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格840円
（税込908円）

【コーナーポケット】
八ヶ岳のメープルパン
（1本）

メープルシロップをパン生地に
練りこみ、じっくり焼き上げた
ふんわりしっとりしたパン。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格490円
（税込530円）

【美食パン ガラ】
美食パン Galaブラン
（1斤）

生小麦ふすま、お豆腐、米麹など
ヘルシー素材を絶妙なバランスで
配合した低糖質パン。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格602円
（税込651円）

【ねこねこ食パン】
ねこねこ食パン
（１個）

水分は100%ミルクのみ。
コクがあってミルキーで、
しっとりもっちりな口あたり。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格139円
（税込151円）

【オギノパン】
丹沢あんぱん各種
（1個）

薄い皮にぎっしりあんこが
詰まった、手造りのあんぱん。

※表の数字は入荷数となります。　※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。 　

販売店舗・売場
販売日

飯能店
1階食料品レジ脇

坂戸店
1階食品レジ脇

東松山店
1階名店
上尾店
地階名店

販売スケジュール

ウィーク
※B～H、午前10時30分からの販売となります。

※混雑状況、入荷状況により、販売時間を前倒しさせていただく場合がございます。
※混雑状況により、事前に整理券を配布する場合がございます。

※お1人様のお買上げ点数に制限を設けさせていただく場合がございます。 
※ポイントサービスの対象外となります。 ※写真はイメージです。 

◆10/13水～17日

厳選フルーツぎっしり！
フルーツMIXサンド
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格676円から

（税込731円から）

生食パン
（2斤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800円

（税込864円）

午前11時からの販売となります。
※写真はイメージです。

フルーツパーラー808 乃が美

A B

C E F G HD

大好評
につき、再登場

〈銀座コージーコーナー〉
ハロウィン

◆10月31日（日）まで ◆2階＝名店

・・・・・・・本体価格2,500円（税込2,700円）

ディズニー 
ヴィランズ
コレクション
（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格900円（税込972円）

グーテ・デ・ロワ ハロウィンデザイン／
簡易大袋（2枚入×13袋(26枚)）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800円（税込864円）

グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート／
簡易大袋（10枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格900円（税込972円）

グーテ・デ・ロワ ソムリエ／
簡易箱（15枚）

【ガトーフェスタ ハラダ】期間限定販売会 ◆10月13日(水)～19日(火) ◆1階=特設会場
※ポイントサービスの対象外となります。※数に限りがございます。



※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。※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。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈奈良県産他〉
種なし柿（1個）

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

・・本体価格1,298円
（税込1,402円）

〈長野県産他〉
シャインマスカット
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

【東信水産】
〈国内産〉ちりめん
じゃこ（約80ｇ・1パック）

・・・本体価格398円
（税込430円）

【魚力】
〈宮城県産他〉
生かき生食用
（１パック）

・・・・・・・・・本体価格268円
（税込290円）

フードリエ 
パリッと朝食
ウインナー（230ｇ・1袋）

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

【肉処せんや】
〈宮崎県産〉日南どり
ササミ（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

永谷園
生みそ汁徳用
（あさげ・ゆうげ／各10P）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

平塚製菓
マシュマロキャンパー
（夜明けのコーヒー味・
星空のローストキャラメル味・
木漏れ陽の木いちご／各45ｇ）

・・・・・・・・・・・本体価格238円
（税込258円）

不二家
カントリーマアム
チョコまみれ
ミドルパック
（127ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格358円
（税込387円）

マ・マー
PRO TASTE
ボロネーゼ
3袋入（420ｇ）

・・・・・・・・・・本体価格328円
（税込355円）

横浜大飯店
中華街の
麻婆豆腐が
つくれるソース
（四川式・広東式／
各120ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格368円
（税込398円）

明治 十勝カマンベール
（切れてるタイプ・切れてるタイプ
ブラックペッパー入／各1パック）

小岩井
生乳100％ヨーグルト・
生乳だけで作った
脂肪0ヨーグルト
（各400ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

伊藤園
充実野菜（緑黄色野菜ミックス・
緑の野菜ミックス・理想のトマト・
キャロット／各740g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各248円
（税込 各268円）

・・・・本体価格 各188円
（税込 各204円）

本体価格 各148円
（税込 各160円）

森永製菓
小麦胚芽のクラッカー
（64枚）・全粒粉仕立ての
ビスケット（14枚）

紀文 マリーン（4本×3パック）・
竹笛（4本）

・・・・・・・・・本体価格128円
（税込139円）

雪印メグミルク
ナチュレ恵（プレーン・
脂肪0／各400ｇ）

オープニングスペシャルサービス10/13水

●〈埼玉県産他〉
きゅうり
（3本）
お1人様6本・各店先着900本限り

●〈新潟県産〉
まいたけ
（1パック）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈長野県産〉
えのき茸
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈グアテマラ産他〉
バナナ
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

お1人様5個・各店先着300個限り
各店先着50点限り

お1人様2点限り

本体価格128円（税込139円）

〈群馬県産他〉
ほうれん草（1袋）

本体価格498円（税込538円）

【東信水産】〈太平洋産他〉
めばちまぐろ切落し
（約100ｇ・1パック）

本体価格890円（税込962円）

【魚力】
旬魚の刺身盛合せ（４点盛）

本体価格238円（税込258円）

味の素
さらさらキャノーラ油（1ｋｇ）

本体価格178円（税込193円）

西武酪農
酪農3.6牛乳（1ℓ）

本体価格188円（税込204円）

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と
根菜の黒酢和え（100ｇ当り）

本体価格128円（税込139円）

フジパン 本仕込み食パン
（6枚・8枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

〈群馬県産〉やまと豚全品
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格180円（税込195円）

【肉処せんや】〈国内産〉
平田牧場三元もち豚小間切れ
（100g当り）

お1人様2点・各店先着200点限り

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・本体価格590円
（税込638円）

【魚力】
〈アルゼンチン産〉
赤えび（刺身用・解凍／8尾）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・本体価格790円
（税込854円）

【魚力】〈アメリカ産他〉
辛子明太子
（生食用／300g）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・本体価格790円
（税込854円）

【魚力海鮮寿司】
サーモン・いくら丼
（1折）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

※川越店ではお取扱いしておりません。※川越店ではお取扱いしておりません。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

14木 15金 16土 17日

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格78円
（税込85円）

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈山形県産他〉
早生ふじ
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（ふり塩）
（養殖・解凍／3切）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

〈岩手県産〉
南部どりもも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格168円
（税込182円）

【肉処せんや】
〈国内産〉牛豚合挽肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

味の素
ほんだし小袋20袋入
（160g）

・・・・本体価格 各398円
（税込 各430円）

紀文
肉まん・あんまん
（各3個入）

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛切り落し
（モモ）（100g当り）

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈北海道産他〉
ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈熊本県産他〉
極早生みかん
（お徳用）（1袋）

・・・・・・・・・本体価格580円
（税込627円）

【東信水産】〈香川県産〉
オリーブハマチお造り
（養殖／1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚・鶏 小間切・
切り落し肉各種
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

本体価格 各1,980円
（税込 各2,139円）

堀商店 新潟県岩船産
コシヒカリ・
特別栽培米 新潟県産
コシヒカリ（各5㎏）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

紀文 
紀文の季節
（11種21品）

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈山形県産他〉
長ねぎ
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

〈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）

・・・本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信寿司】
本まぐろ入握り寿司
セット（10貫・1折）

・・・・・・・・・本体価格698円
（税込754円）

〈国内産〉黒毛和牛
もも・肩肉すき焼き用
（100g当り）

・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛焼肉用
（モモ）（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

ピックルス
叙々苑キムチ
（300ｇ）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

サトウ 切り餅
パリッとスリット
（1ｋｇ）

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

12月14日（火）まで
12月24日（金）・25日（土）
〈午前11時～午後6時〉

クリスマスケーキの
電子カタログは
コチラ 

▲ ▲

おせちの
電子カタログは
コチラ

▲ ▲ ▲

※ご配送での承りは、12月18日（土）まで

ご予約
ご予約

12月22日（水）まで

12月31日（金）〈午前11時～午後5時〉お渡し

ご予約受付 ご予約受付

お渡し

◆各店・各階＝名店・特設コーナー

※一部の商品は、上記日以外のお渡しが可能です。

クリスマスケーキ・おせち ご予約承ります。

10%OFF10/31●までのご予約で日早期割引

本体価格5,000円
（税込5,400円）

〈パティスリー イシノ〉
パトリ
（直径約15cm）

まるひろ
オリジナル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格15,000円（税込16,200円）

【銀座新之助 貝新】山中塗重箱入 
和洋二段重（33品目 約3人前／18.5×18.5×4cm×2段／
重箱材質：ABS樹脂）

早期割引

早期ご予約（11月30日（火）まで）で、通常ポイントに＋2ポイント、友の会&スターカード
「W持ち」会員様にはさらに＋2ポイントお付けします！ ※後日の進呈となります。

まるひろオンラインショップにてご予約承ります。

▲

食料品 まるひろ各店共同企画 ●川越店 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場大食品祭大食品祭

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

セルフマートお買得セレクション ◆10月17日（日）まで
◆各店・各階＝食料品

New
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