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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）

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

※入間店は営業しております。 ぜひご利用くださいませ。
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。

●飯能店 8月の店休日のご案内 17日（水）・24日（水）誠に勝手ながら8月19日（金）は決算品調べ
のため午後5時閉店とさせていただきます。

お客様へのお願い

新型コロナウイルス
感染拡大防止に
向けたお願い

◀アプリ
ダウンロードは
こちらから

アプリ会員募集中 お得と便利が
いっぱい！公 式 ア プ リ

Mクラブカード会員様のお誕生月に

  1000ポイント最大 プレゼント！
まずは
  ダウンロード

※最大1000ポイントは、スターカードと友の会会員証をお持ちのW持ち会員様の特典となります。

※当会場でのお買物は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。
※数に限りのある商品もございます。品切れの際はご容赦ください。

アンテナショップフェア
◆8月10日（水）～15日（月）
◆2階催場 〈最終日は午後4時閉場〉

全国の人気アンテナショップが大集合！！ 各地の名産品を多数取り揃えております。

青森県
あおもり北彩館

岩手県
いわて銀河プラザ

福島県
日本橋ふくしま館

石川県
いしかわ百万石物語江戸本店

パティシエのリンゴスティック（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格926円（税込1,000円）

サバのオリーブオイル漬け（170ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格380円（税込411円）

桃の恵み（190g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格125円（税込135円）

ビーバー（84g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格230円（税込249円）

【大和屋】 カフェチョコ（105g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格324円（税込350円）

薩摩みそかぶり（160g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格350円（税込378円）

生そば（麺300ｇ・3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格650円（税込702円）

【三万石】
ままどおる（5個入）
・・・・・・・・・・本体価格556円

（税込601円）

【中田屋】
きんつば（5個入）
・・・・・・・・・・本体価格831円

（税込898円）

【田中屋】
雷鳥の里（16個入）
・・・・・・・・・・本体価格907円

（税込980円）

【近江三方庵】
でっちようかん（1本）
・・・・・・・・・本体価格350円

（税込378円）

【清水商店】 赤こんにゃく（330ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格306円（税込331円）

【福菱】かげろう（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,112円（税込1,201円）

群馬県
ぐんまちゃん家

鹿児島県
かごしま遊楽館さつまいもの館

長野県
信州楽市

滋賀県
ここ滋賀

和歌山県
わかやま紀州館初

出店
初
出店

初
出店

初
出店

ご当地銘菓特集
福島県 石川県 長野県 滋賀県初

出品

長崎県
【福砂屋】期間限定販売

・・・・・・・本体価格1,100円（税込1,188円）
カステラ0.6号
（1本）

「和」すいーつ期間限定販売 ◆2階＝名店
※数に限りがございます。 〈シックスパッド〉

期間限定販売会
◆8月10日（水）～15日（月）〈最終日は午後4時終了〉

◆3階＝特設会場

8月10日（水）～14日（日） 8月13日（土）・8月14日（日）
各日先着50点限り

各日先着30点限り

各日先着80点限り

各日先着40点限り

【香雲堂】
古印最中
（7個入）
・・・・本体価格1,231円

（税込1,330円）

【舟和】
芋ようかん
（5本入）
・・・・・・・・・・本体価格800円

（税込864円）

【船橋屋】
元祖くず餅
（24切）
・・・・・・・・・本体価格778円

（税込841円）

【梅園】
あんみつ
（1個）
・・・・・・・・・・本体価格500円

（税込540円）

〈シックスパッド〉から人気のフットフィットシリーズの
ご紹介をいたします。SIXPAD Foot Fit 2に
左右の足を乗せると足裏から通電し、ふくらはぎまで
アプローチ。座りながら、テレビを見たり本を読んだり、 
いろいろなことをしながら歩く時に使う筋肉の
トレーニングができます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格38,182円（税込42,000円）
Foot Fit 2



※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

◆8月10日（水）～16日（火）
◆各店・各階＝食料品

◆8月10日（水）～16日（火） ◆各店・各階＝名店
帰省ギフトお盆特集夏のおもてなし

本体価格198円（税込214円）

〈岩手県産他〉
きゅうり（1袋）

・・・・・・・・・・・・・本体価格48円
（税込52円）

〈宮崎県産他〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・本体価格1,800円
（税込1,944円）

〈秋田県産〉
すいか
（1個）

・・本体価格1,280円
（税込1,383円）

【東信寿司】
本まぐろ入握り寿司
セット（楓）（10貫・1折）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

【魚力】〈愛媛県産他〉
真鯛刺身用
（養殖／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

〈岩手県産〉
南部どり全品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて ・・・・・・・・・本体価格148円

（税込160円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉切り落し冷しゃぶ用
（モモ）（100g当り）

・・・・本体価格 各298円
（税込 各322円）

マルコメ 京懐石・
タニタ食堂の減塩
生みそ（各650g）

・・・・本体価格 各198円
（税込 各214円）

紀文  焼きちくわ・
さつま揚極上4枚
（各1袋）

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

オープニングスペシャルサービス8/10水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈群馬県産〉
（産地直送）とうもろこし
（1本）
お1人様3点・各店先着300点限り

●〈群馬県産〉
（産地直送）小松菜
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈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

●〈南アフリカ産〉
グレープフルーツ
（スタールビー）（1個）
お1人様4点・各店先着400点限り

お1人様2点・各店先着200点限り

本体価格980円（税込1,059円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ グリーンキウイ
フルーツ（10個入・1パック）

本体価格1,000円（税込1,080円）

【東信水産】〈北海道産〉
ほたて貝柱（解凍・生食用／
約200g・1パック）

本体価格398円（税込430円）

【魚力】〈モーリタニア産他〉
真たこ（蒸）（生食用／100g当り）

本体価格298円（税込322円）

味の素
サラダ油（1kg）

本体価格138円（税込150円）

雪印メグミルク ナチュレ恵
4個パック各種（70g×4）

本体価格398円（税込430円）

【デリカ味彩】
柔らか豚ヒレカツ（5枚）

本体価格180円（税込195円）

パスコ
超熟食パン（6・8枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚・鶏 焼肉用各種
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格780円（税込843円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉切り落し（肩ロース）（100g当り）

お1人様1点・各店先着50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。

※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・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。

11祝
木 12金 13土 14日

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈北海道産他〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈佐賀県産〉
ハウスみかん
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【東信寿司】
サーモンづくし
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

銘柄豚全品
（※指定銘柄に限る

※加工品は除く）

店頭表示価格

（税抜）よりレジにて
・・・・・・・・・本体価格980円

（税込1,059円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉焼肉用
（ロース）（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

味の素 ほんだし
小箱20袋入
（160g）

・・・・・・・・・本体価格128円
（税込139円）

マルちゃん 
北海道小麦の
玉うどん（540g）

※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。

※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。

お1人様2点・各店先着150点限り

各店先着20折限り 各店先着20点限り

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈秋田県産〉
枝豆
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ ゴールド
キウイ（4個入・1パック）

・・・本体価格1,980円
（税込2,139円）

【東信水産】〈鹿児島県産〉
うなぎ長焼
（養殖／約120g・1尾）

・・・本体価格1,990円
（税込2,150円）

【魚力】
刺身盛合せ
（5点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

和牛全品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 本体価格3,000円

（税込3,240円）

【肉処せんや】
〈国内産〉
黒毛和牛焼肉セット
（モモ・バラ）
（各150g入・1セット）

※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990円
（税込1,070円）

【魚力】〈トルコ産他〉
本まぐろ（中とろ）刺身用
（養殖・解凍／100g当り）

※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。

※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。

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98円
（税込106円）

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

〈長野県産他〉
カットすいか
（1/8カット）

・・・本体価格1,580円
（税込1,707円）

【東信水産】
本まぐろ入刺身6点
盛合せ（各3切・1パック）

・・・本体価格1,090円
（税込1,178円）

【魚力海鮮寿司】
海幸
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚 
小間切・切落し肉
店頭表示価格

（税抜）よりレジにて ・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用
切り落し（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

にんべん 
フレッシュパックソフト
（4.5g×8P）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

JA全農たまご 
農協たまご
（10個入）

※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。

※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。

お1人様2点・各店先着300点限り お1人様1点・各店先着50点限り

※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。

・・・本体価格1,980円
（税込2,139円）

【東信水産】
本まぐろ中とろ入
刺身3点盛合せ
（各5切・1パック）

・・・本体価格1,580円
（税込1,707円）

【東信寿司】
本まぐろ中とろ入
握り寿司セット
（10貫・1折）

・・・本体価格1,690円
（税込1,826円）

【魚力】
刺身盛合せ
（4点盛）

・・・本体価格1,190円
（税込1,286円）

【魚力海鮮寿司】
みやび
（1パック）

・・・本体価格1,580円
（税込1,707円）

〈国内産〉
黒毛和牛ヒレ肉
ステーキ用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・本体価格1,080円
（税込1,167円）

【肉処せんや】
〈国内産〉平田牧場三元もち豚 
焼肉セット（肩ロース・バラ）
（各150g入・1セット）

・・・・・・・・・本体価格750円
（税込810円）

【デリカ味彩】
天ぷら盛合せ
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格280円
（税込303円）

【デリカ味彩】
おはぎ
（北海道産小豆使用）
（2個）

・・・・本体価格3,980円
（税込4,299円）

〈茨城県産他〉
アールスメロン
（2個入・1箱）

※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・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。

※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・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。

※入間店は8月16日（火）は
　店休日となります。

※入間店は8月16日（火）は店休日となります。

・・・・・・・・・・・・本体価格1,880円（税込2,031円）
産地精米 新潟しらゆき（5kg）

・・・・・・・・・・・・本体価格2,180円（税込2,355円）
山形つや姫（5kg）

・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）
明治 北海道十勝モッツァレラ
（100g）

※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。

□【ヨックモック】
クッキーアソート

（4種20個入）

本体価格1,500円
（税込1,620円）

□【両口屋是清】
銘菓詰合せ
（3種・14個入／1箱）
・・・・・・本体価格1,000円

（税込1,080円）

→

→

まるひろ
オリジナルデザイン
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