
となりました。
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〒357-0025 飯能市栄町24番地4 042（973）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時
ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp飯能店

誠に勝手ながら2月22日（月）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。

17日（水）・24日（水）●飯能店 2月の店休日のご案内
※入間店・日高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
「100円（税抜）の
お買物で1ポイント」

セレモニースタイル特集

●２月１０日（水）～１６日（火） ●3階＝服飾雑貨／4階＝婦人服
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円
〈クレイサス〉ハンドバッグ

【3階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円

〈Mスタイル〉パンプス
（ヒール7cm／22.0～24.5cm）

【3階＝婦人靴】

■〈バトームーシュ〉
ジャケット
（表地：綿95％・ポリエステル5％／裏地：ポリエステル100％）

ワンピース（ポリエステル100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
【4階＝ミッシースポーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円

A

【4階＝ミッシースポーツ】

スカート（綿51％・ナイロン23％・レーヨン14％・アクリル9％・ポリエステル2％・
ポリウレタン1％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,640円

■〈トランスワーク〉
ジャケット（綿51％・ナイロン23％・レーヨン14％・アクリル9％・ポリエステル2％・
ポリウレタン1％）

B
■A ■B

◆2月14日（日）まで  ◆2階催場
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

チョコセットＭ
（15個入）・・・・・・・・・・1,296円

バッジ缶各種
（7個入）・・・・・・・・・・・・・・・・各648円

〈スター・ウォーズ〉
R2-D2缶
（16個入）・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈ロイズコンフェクト〉
生チョコレート ［オーレ］
（20粒）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

〈六花亭〉
ストロベリーチョコ（ホワイト）
（115g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・651円

〈フーシェ オリンポス〉
オリンポスの煌めき／Planete
（6個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

〈トーレス〉サン・バレンティン 
スペシャルエディション 
ホワイト・ガルナッチャ
（各750㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・各1,728円

〈デメル〉
ザッハトルテ
（3.5号／1台）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

〈ロイスピエール〉
スーペリオアケーキ
（４個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈トップス〉
チョコレートケーキ
（レギュラー／1台）・・1,901円

①クープダムール ハートボックス（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

〈銀座コージーコーナー〉
Wショコラ（ミルク&スイート／
1ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・1,491円

〈ガトーフェスタ ハラダ〉
グーテ・デ・ロワ プレミアム・バレンタインエディション 
Ｍ／mika ninagawa コラボパッケージ
（プレミアム5枚、プレミアム バレンタインエディション5枚）1,944円

〈ゴディバ〉

②クープダムール セレクション（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

〈メリー ショコラーシカ〉
ショコラーシカ
（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈ミューク〉
オランジェット
（1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈スヌーピーbyグランフール〉
スヌーピー缶
（７個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈メリー 星の王子さま〉
アソートチョコレート（ブック）
（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

〈モロゾフ フロレゾン〉
プリエール
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

〈ロイスピエール セントショコラズバー〉
プルミエールショコラ
（7個入）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

新作も大人気！スター・ウォーズ特集

①

②

New

◆2月13日（土）・14日（日）のみの
販売となります。

◆2月12日（金）～14日（日）
のみの販売となります。

ヤニック・
シュヴォロー氏

New

今年の限定ショコラは、パッケージに「エデン・愛の楽園」
　　　　　　 を表した「クープダムールコレクション」。

フランス語で「愛のカップ」を意味
する可愛らしいカップ型チョコレート。



042（973）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

飯 能 店

※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。 

◆1階＝食料品2/10 12水 金 食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス
※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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※ボーナスポイントは、2016年3月の付与をもちましてサービスを
終了いたします。予めご了承くださいませ。Mクラブからの大切なお知らせ

2月の店休日のご案内
17日（水）・24日（水）

飯能店

午後4時からの
お買得！

数量限定お買得品

・・・・・・・・・・・・・・・・5割引

冷凍食品（アイス・ファンケル
青汁・フルッタフルッタ
アサイーを除く）
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

99円均一セール99円均一セール99円均一セールオープニングセール
セルフマート 精 肉

【デリカ味彩】

【魚 力】

●〈群馬県産〉はくさい（1/4カット）

●JA全農たまご朱のしずく
赤玉小玉ミックス（10個・１パック）

●丸広 一等粉使用
ソフトパン粉（230g・１袋）

●一正さつま揚（６枚）

●明治 R‐1ヨーグルト
ハードタイプ各種（各112g・１個）

●ママースパゲティ
（1.6㎜／300g）

●カップ印 白砂糖（１㎏・１袋）

●国産豚もも肉切り落し
（100g当り）※銘柄豚を除く

●岩手県産南部どり
手羽元（100g当り）

先着200点限り
各種計500点限り

お1人様１点・先着300点限り

お1人様１点・先着500点限り
●〈新潟県産〉まいたけ（1パック） 先着200点限り

●〈新潟県産〉えのき茸（約200g・1袋） 先着200点限り

●〈栃木県産〉にら（1袋） 先着200点限り

先着100点限り お1人様１ケース（６本）限り

先着300点限り

先着300点限り

●国産真あじ開き（1枚）

●国産さんま開き（1枚）

●肉団子（100ｇ当り）
●細巻き各種（1本）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

青 果

11木 祝

10 水

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

お1人様3本・先着600本限り

先着100点限り

先着200点限り

〈長野県産〉
ぶなしめじ
（約200g・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

伊藤ハム旨味
しっとりロースハム
の切り落し（70g）・
ももハムの切り落し
（72g）・・・・・・・・各249円

【魚力】
〈北海道産〉
時鮭
（甘口／３切）590円

明治おいしい牛乳・
おいしい低脂肪乳
（各1000㎖・１本）

・・・・・・・・・・・・・・・・各209円

明治
十勝
カマンベール
（100g）

・・・・・・・279円

味の素
オリーブオイル
エクストラ
バージン
（400g）・
健康サララ
（600g）
・・・各399円

クラフト
フレッシュ
モッツァレラ
（100g）

・・・・・・・279円

ミツカン
味ぽん
（600㎖）

・・・・・・・299円

雪印
6Pチーズ
（108g）

・・・・・・・199円

金笛
春夏秋冬の
だしの素
（１ℓ・１本）

　肉まん
（3個）

・・・・・・・599円

サクラ印
純粋はちみつポリ
（850g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

【デリカ味彩】
国産鶏レバーの
ワイン煮
（100g当り）・・・180円

〈静岡県産〉（樹熟採取）青島みかん（7個入・1袋） 499円

岩手県産南部どり
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

全品2割引 ※加工肉を除く

【魚力寿司】
海鮮丼
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

キッコーマン特選丸大豆
しょうゆ・減塩しょうゆ
（各１ℓ・１本）・・・・・・・・・・・・各299円

はごろもシーチキン
Lフレーク・マイルド
（各4缶・1パック）・・・・・・各399円

ヤクルト
ヤクルト10本パック
（65㎖×10）・・・・・・・・・・・・・・・・・378円

夕市夕市

先着100点限り

先着300個限り

お1人様2点限りお1人様2点・先着100点限り

〈愛媛県産〉
キウイフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89円

国産豚ロース肉
すき焼き用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【魚力】〈韓国産他〉
めばちまぐろ角切り
（刺身用・解凍／

100g当り）・・・・・298円

タカノフーズ
おかめツインパック
豆腐（木綿・絹／各200g
×２・１パック）・・・・・・79円

サトウ 切り餅
パリッとスリット
（1㎏・１袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

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

〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸（100g当り） 199円先着100点限り

12 金

10 水 11木 祝 12 金

・60歳以上のMクラブカード会員の方に無料でパス
 を発行。

・税抜3,000円以上のお買物でスタンプを１個押印。　・半年間でスタンプが
12個貯まると500円のお買物券と交換。・パスは、友の会カウンターにて発行
いたします。・パスの発行・交換は偶数月のみとなります。

登録受付中！

「大人の          パス」は従来のポイントサービスに更に特典をプラスしたサービスです。Enjoy
※詳しくは、6階＝友の会カウンターまで。

※今年60歳になられる方も対象となります。

飯能店100セット限定 お１人様１セット限り

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 ●友の会カウンターにて販売いたします。
※上記、大人のエンジョイパスをお持ち
　の方がご購入いただけます。

1割
お得な

今月は
2月15日（月）販売！

予告

お得な

◆２月１０日（水）～１2日（金）
◆1階＝食料品セルフマート3日間のお買得

38,664円

・・・・・・・619円

小三五親王ケース（間口41×
奥行25×高さ34cm）

Present 期間中、お買上げいただいた
お客様に「被布着」を差しあげます。

〈森泉人形〉
三月人形展示即売会

◆5階＝特設会場

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

横浜【重慶飯店】フェア ◆2月10日（水）～16日（火）　
◆１階＝食料品

横浜中華街で50年以上の歴史を誇る四川料理の老舗「重慶飯店」の飲茶を
期間限定で販売いたします。

　群馬県産やまと豚
もも肉切り落し
（100g当り）・・・・・・159円

　焼売（35g×6個）・・・・619円

　小籠包（6個）・・・・・・・639円

　番餅（大／１本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・918円

●〈千葉県産〉にんじん
（3本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円

　紀文
はんぺん2枚入
（120g）・・・・・・・・・・・・100円

先着100個限り

●【魚力寿司】
ねぎとろ中巻
（1パック）・・・・・・・・・298円

　マルちゃん北海道産
小麦の玉うどん
（180g×３）・・・・・・・・100円

　〈フロリダ産〉
グレープフルーツ
（ルビー）（1個）149円

　【デリカ味彩】ミニ
チーズスティック巻き
（10本）・・・・・・・・・・・・350円
●〈長野県産〉
エリンギ（1パック）

100円

　はごろも
シャキッとコーン3缶
（３缶・１パック）199円

〈フォンテーヌ〉ウィッグご試着フェア
◆２月１０日（水）～１６日（火）
◆３階＝フォンテーヌコーナー

ウィッグでお出かけを華やかに。
専属コーディネーターがお客様にぴったりの
スタイルウィッグをご提案いたします。

◆２月１５日（月）限り
ウィッグ全品・・・・・・・・・・・・10%OFF※一部除外商品もございます。

※60歳以上の方を対象とさせていただきます。
お買い求めの際、生年月日、年齢の表示のあるものをご提示ください。

予告

　ウィッグ VM33・・・・・・・・・・・・151,200円
「60歳以上のお客様」シニアサービスデー


