
まるひろ
日 高 店 営業時間

日高店
日高市高麗川3-1-1

042-984-1111（代表）

1F 午前10時～午後7時30分
2F 午前10時～午後7時

8/24水

2016

※紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。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。

●日高店 次回店休日のご案内 9月27日（火） ※飯能店は営業しております。
   ぜひご利用くださいませ。

まるひろMクラブカードはセール品でも
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

【中村屋】
薄皮栗まんじゅう
1個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81円

【龜屋】
小江戸もんぶらん
1個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

【アンデルセン】
ダークチェリー
1個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260円

【アンデルセン】
ミルクウォルナッツ
1本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195円

【たごさく】
栗豆おこわ
（200g）1人前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・519円

【メリー】
特マロングラッセ
（5個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

【モロゾフ】
アルカディア（マロン）
（75g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

【レカミエ】
タルトタタン
1個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・453円

【中央軒煎餅】
秋 行楽気分
（5袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・411円

【文明堂】
おやつカステラ
1個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

名店お楽しみ袋

【野村佃煮】
ちりめんくるみ増量パック
（150g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

Collection秋色STYLE秋色の毎日、はじまります。

シューズ特集 ◆8月24日（水）～30日（火）　
◆2階=スタジオＪ

初秋の味覚特集 ◆8月24日（水）～28日（日） 
◆1階=名店・アンデルセン

〈ムーンスター スポルス〉
婦人カジュアルシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

〈ムーンスター イヴ〉
婦人カジュアルシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円

〈ダンロップ〉
婦人ウォーキングシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

屈曲性に優れたソールで足への
負担を軽減します。

土踏まずにぴたりと寄り添う足なり
設計で足になじむやわらかさです。

防水機能付で幅広3Eのゆったりとした
履き心地に加え軽量設計です。

バッグ特集 ◆8月24日（水）～30日（火）　
◆2階にて開催

〈セルジオタッキーニ〉
紳士カジュアルバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円

婦人ショルダーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,292円

婦人トートバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【紳士雑貨】 【ハンドバッグ】 【ハンドバッグ】
5,724円

【紳士洋品】

〈ダンロップ〉
紳士ウォーキングシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

〈ヨネックス〉
紳士ウォーキングシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,660円

〈タウン＆カントリー〉
子供機能性シューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円

スッと履けてフィット感が良く
疲労軽減し、撥水性に優れ汚れ
にも強い高機能シューズです。

衝撃吸収素材パワークッションを
搭載し反発力で衝撃を吸収し
前進する力を生み出します。

ダイヤルシステム搭載で驚きの
スピードで履ける！脱げる！
子供に喜ばれるシューズです。

〈セルジオタッキーニ〉
ブルゾン
（ポリエステル65％・綿35％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円
ポロシャツ
（ポリエステル65％・綿35％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円
パンツ
（綿98％・ポリウレタン2％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円

【婦人洋品】

〈アルファキュービック〉

ワンピース
（綿100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円

ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,230円

【婦人洋品】

〈プチオンフルール〉

ブラウス
（レーヨン70％・ポリエステル30％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,390円
スカート
（綿97％・ポリウレタン3％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,390円

オータムファッション
特集　　　◆8月24日（水）～30日（火）　

◆2階にて開催

【文明堂】 【野村佃煮】

【モロゾフ】 【志満秀】

1,080円
均一

1,080円
均一

各先着30点限り



※紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。※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。

●食料品売場●食料品売り出し期間 水 日8/24 8/28 ※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。

営業時間＝1階：午前10時～午後7時30分
　　　　　2階：午前10時～午後7時

日 高 店

食品ギフト処分市食品ギフト処分市 ◆1階＝食料品
　特設コーナー

※食品ギフト処分市はポイントサービスの対象外となります。

同時
開催

※商品はご自宅使用限定とさせていただきますので、ご進物
としてのご注文はお承りできません。（のし掛け、包装などの
ご依頼はご遠慮ください。）
※処分品のため、返品・交換はご容赦くださいませ。
※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

ギフト商品（外箱等に多少の傷・難あり商品の為）を、
処分価格（メーカー希望小売価格の５０％ＯＦＦ
※表示価格は割引後の価格です。）にて提供いたします！

9月19日（月・祝）は敬老の日
おじいちゃん・おばあちゃんの
名前をラベルにしませんか？

◆承り場所：1階＝銘店コーナーにて
◆承り期間：9月11日（日）まで

寒梅酒造オリジナルラベル

〈南アフリカ産〉グレープフルーツ
（1個）................................................................99円

【東信水産】さつまあげ
（1枚）................................................................99円

【東信水産】〈長崎県産〉真あじ開き
（解凍/1枚）.......................................................99円

〈北海道産〉トマト
（1パック）....................................299円

〈岩手県産〉南部どり

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え（100g当り）............180円

マルコメ 京懐石・
丸の内タニタ食堂の減塩みそ
（650g・各1個）............................299円

〈長野県産他〉サン津軽りんご
（2個入・1パック）.........................399円

【東信水産】〈鹿児島県産〉うなぎ
長焼（養殖/解凍/1尾）.....1,980円

【東信寿司】海鮮丼
（1折）..........................................580円

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）............................179円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）......................................39円

【デリカ味彩】豚肉となすのピリ辛
味噌炒め（100g当り）.............180円

タカノ おかめ豆腐ツインパック
（絹/木綿/200g×2・各1パック）.......79円

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1パック）....................................599円

寒梅 名入れの酒 
純米金箔入「寿」
（720㎖・1本）

....................................................1,836円

江崎グリコ ビスコ保存缶
（30枚・1缶）...................430円
三立 カンパン（袋）
（200ｇ・1袋）.....................214円

グリコ 常備用カレー職人
3食パック（甘口/中辛/
510ｇ・1パック）...............378円

アキモト 缶入りソフトパン
（レーズン/オレンジ/ストロベリー/

100ｇ・各1缶）.................499円

【東信水産】〈太平洋産他〉めばちまぐろ
切落し（解凍/約150g・1パック）...499円

【東信寿司】本まぐろ入握り寿司セット
（10貫・1折）..................1,180円

産地精米 新潟県産コシヒカリ
しらゆき米（5㎏・1袋）...1,880円

〈秋田県産〉枝豆
（1袋）..........................................280円

【デリカ味彩】完熟トマトリゾット
コロッケ（4個入・1袋）............280円

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（400g・1本）.............399円

◆9月1日（木）まで　　◆1階＝食料品セルフマート

〈ニュージーランド産〉
キウイフルーツ（5個）........399円

【東信水産】刺身6点盛合せ
（1パック）.....................................980円

【東信寿司】握り寿司、巻物セット
（1折）..........................................780円

明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン/脂肪0/450g・各1パック）...139円

国産若鶏 もも肉
（100g当り）.......................................................99円

国産豚 もも切り落し
（100g当り）.......................................................99円

【デリカ味彩】フライ・コロッケ各種
（各1個）............................................................99円

JA全農たまご 朱のしずく 
赤玉小玉ミックス（10個入・1パック）......99円

〈群馬県産〉
とうもろこし
（1本）

..............99円

あづま
北海道産
大豆でつくった
納豆
（40g×3・1パック）

..............69円

【デリカ味彩】
ふっくら
真あじの
大葉フライ
（8個入・1パック）

.........280円

【東信寿司】
握り寿司
セット
（10貫・1折）

.........580円

日清 密封チャック付フラワー粉
（1㎏・1袋）.........................................................99円

冷凍食品

8／25木・26金限りのお買得 8／27土限りのお買得
食料品ポイント3倍フェア開催

8／28日限りのお買得

8／24水オープニングサービス 8／24水朝市

先着500点

〈群馬県産〉（産地直送）レタス（1個）
先着500点

〈岩手県産他〉きゅうり（3本）
先着1200本

〈茨城県産他〉ピーマン（1袋）
先着200点

〈群馬県産〉（産地直送）小松菜（1袋）
先着200点

〈新潟県産〉まいたけ（約120g・1パック）
先着200点 店頭表示価格（税抜）よりレジにて 5割引※一部商品を除く 先着50折限り

先着200枚限り

先着200枚限り

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引 【米久】黒酢肉団子・御殿場高原もも

ハム切り落とし（各1個）........299円
国産牛（交雑種）小間切れ肉
（100g当り）.................................359円

水曜日はお野菜お買得

99
円均一

水曜日はお野菜お買得

99
円均一

9月1日（木）は防災の日
備えあれば憂いなし！備蓄品特集

午前10時～正午12時までのお買得品
※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 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

お1人様1点　 
先着300点限り

お1人様3本
先着300本 

お1人様1点　 
先着100点限り

お1人様1点　 
先着100点限り

各日先着200点 各日先着100点 先着100点 先着100点 先着200点

試食販売

先着100点

※銘柄豚を除く

予約


