
⬆まるひろ
ホームページは、
こちらから営業時間：1階 午前10時～午後7時30分／2階 午前10時～午後7時

日高市高麗川3 -1-1 042-984 -1111（代表）

まるひろ
日 高 店
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10/18水

10/18□限り水

※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。

まるひろMクラブカード
会員様

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」食料品 ポイントフェア

●婦人バッグ各種

・・・・2,484円から
ブラジャー各種

・・・・3,132円から
ガードル各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円
アウター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,360円
カーディガン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
シャツ

・・・・・・・・・・410円から
ショーツ各種

〈ウイング〉バーゲン
●10月24日（火）まで
● 2階=婦人肌着

〈エコー〉オータムセール
●10月24日（火）まで

●2階=婦人服

◆ 10月24日（火）まで
◆ 2階=婦人服

◆引取り期間：10月24日（火）まで
◆引取り場所：2階=婦人服

婦人服衣料品下取りキャンペーン

ご愛用いただいた各メーカー・
ブランドの婦人服でお買物券とお引換え。
「期間限定お買物券1,000円券」

※回収衣料は、再生燃料にﾘサイクルして環境・社会活動に活用します。
【クーポン券ご利用方法】
※1回のご購入金額5,400円毎に1枚利用できます。
※定価商品のみのご利用に限ります。（セール品・割引は除外）
※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。
※複数ショップでの合算はできません。
※詳しくは売り場係員までお尋ねください。

ご持参いただいた対象の衣料品1点につき、
まるひろ内の対象ショップでご利用いただける
お買物券1枚とお引換えいたします。

対象ブランド

■〈マックレガー〉1

Winter 
Fashion

,
17 MARUHIRO

まるひろ ウィンターファッション特集

・・7,560円パンツ

・・・・・・・・・・・・4,320円
カットアンドソーン

・・・・・・10,800円

　リバーシブル
ベスト（Ｌ・ＬＬ）

・・7,560円パンツ

・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
　チュニック
カットアンドソーン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,492円
コート
■〈アルファーキュービック〉2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,389円
コーデュロイパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,932円
ダウンジャケット
■〈プチオンフルール〉3

■1 ■2 ■3

※写真はイメージです。

※写真は全て一例です。

〈最終日は
午後3時終了〉◆10月18日（水）～24日（火）

◆2階=特設コーナー秋の大均一祭

●婦人帽子各種
【婦人雑貨】

●ベルト各種
【紳士雑貨】

●クッションカバー各種
（約45×45ｃｍ） 【リビング】

●婦人トレーナー各種
【婦人洋品】 ●婦人パンツ各種【婦人洋品】

●婦人バッグ各種【婦人雑貨】

●紳士カジュアルシャツ各種
【紳士雑貨】

●卓上ポット各種
（ステンレス真空断熱構造）【リビング】

●婦人コーディガン各種
【婦人洋品】

●婦人デザインカットアンドソーン各種
【婦人洋品】

1,080円
均一

2,160円
均一

売り切れご容赦、お早めに！

おしゃれ工房
洋服お直し承ります。
（バッグ・靴の修理も承ります）

●サイズ変えられる！　
●ウエストが詰められる！　
●着丈が短くできる！
●ほつれや穴がふさげる！　
●ファスナーが直せる！
※詳しくはお電話で
お問い合わせいただくか、
ＨＰをご参照ください。
ＴＥＬ042-989-2722
www.oshare－
koubou.co.jp

階
2
（
　
　
）

おしゃれ工房
ポイントカード
3倍キャンペーン
◆10月18日（水）～24日（火）

○↑

○ ↑



※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 ※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。

日高店　1階＝午前10時～午後7時30分
　　　　2階＝午前10時～午後7時

各店・営業時間
飯能店　午前10時～午後7時

●食料品売り出し期間 水 金10/20食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店） 10/18

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」10月18日（水）は「100円（税抜）のお買物で通常の1ポイントに、プラス2ポイント」

10/18□水限り

数量限定

〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（1袋）........................99円

〈岩手県産〉南部どり 〈モーリタニア産他〉真だこ
（蒸/生食用/100g当り）.....279円

〈埼玉県産他〉きゅうり（3本）
〈千葉県産他〉天然ぶり切身

（1切）

〈長野県産〉えのき茸（1袋）

〈茨城県産他〉ピーマン（1袋）

〈山形県産他〉にら（1束） 〈熊本県産他〉活あさり（100g当り）

国産若鶏もも肉（100g当り）

国産豚もも切り落し肉（100g当り）
S&B 本生本わさび（43g）・
本生生しょうが（40g）（各1個）

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）

【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（100g当り）

【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）

ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/バニラ風味/さくらんぼ/
いちご+もも/75ｇ×4・各1パック）

18水限りのお買得

20金限りのお買得19木限りのお買得 20金限りのお買得19木限りのお買得

18水オープニングサービス

先着150点限り

先着10㎏限り

先着10㎏限り

99円均一セール99円均一セール

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2点
先着300点限り

お1人様6点
先着300点限り

お1家族様1点
先着300点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様6点
先着900点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着300点限り

先着合わせて200点限り

先着合わせて100点限り
※銘柄豚を除く※銘柄豚を除く

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様2点
先着100点限り

〈愛知県産他〉トマト
（1袋）.................................299円

〈山形県産他〉ラ・フランス
（2個入・1パック）................399円

マルサン
タニタカフェ
オーガニック
無調整豆乳・
調製豆乳
（1000㎖・各1本）

.....279円

漬け魚セット
（4切）.........................1,080円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）...199円

明治屋 果実実感ジャム
（イチゴ/ブルーベリー/
オレンジマーマレード/
340g・各1個）.....................299円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）.............................69円

〈ニュージーランド産〉キウイ
フルーツ（グリーン）（4個）399円

【デリカ味彩】ささみの梅しそ
竜田揚げ（5個・1パック）...280円

【パティスリー・サト】
サパン・ド・ノエル
（約13×13㎝）

3,980円

【銀座新之助 
貝新×まるひろ】
まるひろオリジナル
山中塗重箱入 
和風二段重
（30品目 約3人前/
19.5×19.5×5㎝×2段）

19,440円

豚肉

中巻各種
（各1パック）.......................380円

かどや 金印 純正ごま油
（300g・1本）.......................399円

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

〈ノルウェー産他〉塩さば
フィーレ（1枚）..............200円

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5枚・1パック）....................399円

【みずの】塩大福
（5個入）......................................670円

【東京都・巣鴨
喜福堂】
狭山茶の煎茶
あんぱん・
クリームパン
（各1個）

..........216円

【船橋屋】くず餅
（24切入・1箱）.............................761円

【グラニースミス】
アップルパイ（2種・各1個）...864円【鎌倉ニュ－ジャ－マン】フル－ツロ－ル（1本）..........864円

【音羽堂】加賀紫雲石
（4個入・1箱）...............................540円

【埼玉県・川越市
ブーランジェ
リュネット】
リュスティック
（1個）

...............302円

【松葉屋】月よみ山路 
栗蒸し羊羹（1本）.................751円

【ダロワイヲ】オペラ
（5本入・1箱）.......................1,080円【R・L】ワッフルケーキセット（6個入・1箱）..................648円

【香雲堂本店】古印最中
（7個入・1箱）...............................972円

【埼玉県・
さいたま市
タロー屋】
季節の酵母の
カンパーニュ
（1個）

...........410円

【浅草舟和】芋ようかん・
あんこ玉詰め合わせ（1箱）908円

【パステル】なめらか
プリン（1個）............................357円【ありあけ】横濱ハーバーダブルマロン（5個入・1箱）...891円

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

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

2割引

3割引〈青森県産他〉早生ふじ
（3個）.................................499円

※飯能店のみの販売となります ※飯能店のみの販売となります

パンとスイーツ ウィーク

先着合わせて300点限り

冷凍食品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 5割引

※一部商品を除く

18
（水）
限り

18
（水）
限り

19
（木）
限り

19
（木）
限り

20
（金）
限り

20
（金）
限り

ハロウィン
デカかぼちゃ
重量当てクイズ

□応募方法：食料品売り場で税込1,080円
　以上お買上のお客様に、1枚応募券を差
　しあげます。展示してあるかぼちゃの横に
　設置してある応募箱に、必要事項を記入
　の上、ご投函ください。

□締切：10/24(火)
□プレゼントは10/31（火）に、各店1階
　中央レジにてお渡しいたします。
　当選者にはお電話にてご連絡させて
　いただきます。

写真はイメージです

にんべん
つゆの素・
白だし
（1ℓ・各1本）

399円

ご
予
約
承
り
ま
す

クリスマスケーキクリスマスケーキ おせち
◆承り場所：1階特設コーナー  ◆承り期間：12月22日㈮まで
◆お渡し：12月31日㈰ 午前11時～午後5時

◆承り場所：1階＝特設コーナー
◆承り期間：12月14日（木）まで
◆お渡し：12月23日（土・祝）・24日（日）

限定50点 限定150点

先着50点限り先着100点限り 先着30点限り

先着24点限り 先着30点限り

先着50点限り

先着30点限り

先着30点限り

先着76点限り

先着50点限り

先着30点限り

まるひろオリジナルおせち 早期ご予約割引
10/31㈫
までのご予約で 10%OFF 11/30㈭

までのご予約で 5%OFF

正面入り口に展示してある大きなかぼちゃの重さを、予想してください。
抽選で、各店5名様に、お菓子（税込2,000円相当）のプレゼントがございます。
正面入り口に展示してある大きなかぼちゃの重さを、予想してください。
抽選で、各店5名様に、お菓子（税込2,000円相当）のプレゼントがございます。

午前11時からの販売となります

午前11時からの販売となります

まるひろ
オリジナル

※飯能店のみの販売となります※飯能店のみの販売となります※飯能店のみの販売となります

NEWNEW

NEW


