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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）

まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。 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」

BLACKFRIDAYアメリカのお買得イベントがまるひろに初上陸! 11月24日（金）・25日（土）・26日（日）の
3日間！
各階にて開催！！

予告

フ ラ イ デ ーブ ラ ッ ク衝撃プライスの3日間
！！

衝撃プライスの3日間
！！

婦人カシミ
ヤニット各

種

（カシミ
ヤ100%

）

・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・　4,320円

【4階=婦
人服】20点限り

婦人ルーム
ソックス

各種
・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・　200円
【3階=婦

人雑貨】
150点限り

〈エース〉

婦人バッグ
各種

・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・　2,160円
【3階=ハ

ンドバッグ
】20点限り

アクリルマ
イヤー 2枚

合わせ

毛布（アク
リル100

%／140×
200cm）

・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・　3,240円

【5階=寝
具】5点限り

紳士カシミ
ヤニット各

種

（カシミ
ヤ100％

）

・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・　5,400円
【5階=紳

士カジュア
ル】20点限り

※写真は一例です。※写真は一例です。

◆2階＝名店美味しさ日替りでお届け！

【トップス】チョコレ－ト
ケ－キ（レギュラ－）
（1台） 1,901円先着30点限り

【鎌倉小川軒】 
レ－ズンウイッチ（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,296円先着30点限り

【みずの】 
塩大福
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・　670円先着100点限り

【ありあけハーバー】 
ダブルマロン
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・　891円先着30点限り

【東京・巣鴨 喜福堂】
あんぱん・クリームパン
各種（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各216円

100年以上続く老舗より、
ふんわりもちもちな生地の
あんぱんやクリームパン
などをご用意しました。

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

ジェルネイル
・・・・・・・・・・・・・・4,860円から

【季乃杜】 河童の金さん・
河童の金さん（金色）
（各1個） 各158円先着各30点限り

【マミ－ズ・アン・スリ－ル】 
アップルパイ（1ホール）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,201円先着36点限り

【浅草舟和】 芋ようかん・
あんこ玉詰合せ
（1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　908円先着30点限り

【兵庫・神戸 トミーズ】
あん食パン
（1斤）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　756円先着48点限り

粒あんを生クリーム入りの
ふんわりクリーミーな生地に
混ぜ合わせた新感覚の
食パン。トースト＋バターも
おすすめ。

【香雲堂】 
古印最中
（7個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・　972円先着50点限り

【かんのや】 
家伝ゆべし
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　648円先着30点限り

【養老軒】 
フル－ツ大福（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,037円先着60点限り

【パステル】 
なめらかプリン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　357円先着76点限り

【山梨・韮崎 
コーナーポケット】
八ヶ岳のメープルパン
（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

メープルシロップをふんだんに
パン生地に練りこみ、
じっくり熟成させ焼き上げた
ふわふわしっとりのパンです。

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。

2018年の干支「戌」や日本の
風景カレンダーを多数取り揃えました。

女性におすすめの手帳を
多数取り揃えました。

◆6階＝APJ・文具・書籍
2018年 カレンダー・手帳特集

◆6階＝みつばちほけん

TEL： 042-978-8935

みつばちほけんサービスメニュー

◆11月22日（水）～28日（火）
◆3階＝ネイルサロン

ネイルサロン
〈パールネイルズ〉からのお知らせ

カレンダー壁掛け
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,078円から

手帳各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・951円から

●〈パールネイルズ〉オープン2周年記念
 店内商品20％OFF  ※一部商品を除く。

●ご相談は何度でも無料です。
●複数社の保険会社からお客様に合ったものを
選べます。
●現在加入中の保険内容もご確認できます。
　（証券確認）
●ライフプランシミュレーションが
 できます。
●自動車・火災保険もご相談
  承ります。
●アフターフォローもございます。

●ハンドケアも
 承ります。
●成人式ネイルも
  ご予約承ります。
　 ※詳しくは売場係員に
　　お尋ねください。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

11
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水
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祝木
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24
金

日替り パン＆スイーツフェア

※写真は
　イメージです。



※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11/24食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店） 11/22

22ポイント
24(金)は、鮮魚・
鮮魚寿司に限り

数量限定

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

〈宮城県産〉サイボク豚もも切り落し（240g）
〈宮城県産〉サイボク豚  
小間切れ（250g）
国産若鶏もも 水炊・
唐揚げ用（420g）

縞ほっけ開き
赤魚開き
金目鯛開き
さば開き 他

明治 
スライスチーズ（7枚入）
とろけるスライス
チーズ（7枚入）
北海道十勝６Ｐチーズ
（100g）

〈静岡県産他〉しらす干し
（1パック）............................198円

【デリカ味彩】ムラサキイカの
まるごと唐揚げ
（100g当り）.........................199円

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）
〈北海道産他〉秋鮭切身

（甘口）（1切）

〈長野県産他〉えのき茸（1袋）

〈熊本県産他〉ミニトマト
（100g当り）

〈北海道産〉じゃが芋（3個） 〈熊本県産他〉活あさり（100g当り）

国産豚もも切り落し肉
（100g当り）

国産若鶏もも肉（100g当り）

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】肉団子（100g当り）

【デリカ味彩】埼玉県産
メンチカツ（1個）

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）

22水限りのお買得

23木　限りのお買得 24金限りのお買得23木　限りのお買得 24金限りのお買得

22水オープニングサービス

先着100点限り

先着300点限り 先着150点限り

〈青森県産他〉王林
（1個）各日先着200点限り

〈山形県産他〉サンふじ
（1個）各日先着200点限り

〈青森県産他〉ジョナゴールド
（1個）各日先着200点限り

先着50㎏限り 先着10㎏限り

先着50㎏限り

先着100点限り

お1人様2点限り

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 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200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4点
先着400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人様計2点、先着合わせて200点限り

Ｓ＆Ｂ とろけるシチュー
（クリーム/ビーフ/160g・各1箱）

丸広 一等小麦粉100％使用
パン粉（230g・1袋）

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

〈北海道産〉玉ねぎ
（1袋）.................................199円

〈愛媛県産〉糖度センサー選別
ノーワックスみかん
（2Lサイズ21玉入・1箱）1,080円

〈群馬県産〉やまと豚ロース
うす切り肉（100g当り）...259円

【デリカ味彩】２層メンチカツ
（2個・1パック）....................280円

〈アメリカ産他〉銀だら切身
（2切）.................................698円

さば押し寿司
（1パック）...........................690円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）.............................79円

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

〈岩手県産〉南部どりもも肉
（100g当り）........................179円

プリマハム 香薫ウインナー
（90g×2・1束）....................279円

〈アメリカ産〉真たら切身
（甘口）（3切）.................498円

握り寿司
（9貫・1折）.........................950円

紀文 焼ちくわ
（2本・1袋）.........................179円

【デリカ味彩】十勝風豚丼
（1パック）...........................450円

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

堀商店
魚沼産
こしいぶき
（5㎏・1袋）

1,880円

サトウ 切り餅パリッとスリット
（1㎏・１袋）..........................599円

ヤクルト ヤクルト10本パック
（65㎖×10本・1パック）.......378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

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

〈福岡産〉富有柿
（1個）.......................................99円

〈岩手県産〉南部どりササミ肉
（100g当り）..............................99円

〈群馬県産〉やまと豚小間切れ
肉（100g当り）....................149円

海鮮丼
（1パック）............................499円

【デリカ味彩】彩りしんじょのかに風味
あんかけ（5個・1パック）....280円

小林春吉 月桂冠酒粕 バラ粕
（300g・1袋）.......................299円

お1人様5点
先着300点限り

中村屋 インドカリー
（ビーフスパイシー・200g/スパイシーチキン・180g/

ベジタブル・200g/各1箱）..........239円
日清 カップヌードル（しょうゆ・77g/
シーフード・75g/
カレー・87g/各1個）.............129円

キューピー マヨネーズ（350ｇ）・
ハーフ（300ｇ）（各1本）...179円

紀文 紀文の季節
（12種21品・1パック）.........559円

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・1パック）1,268円

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

先着合わせて300点限り

ご予約承ります

※銘柄豚を除く

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

よりどりセールよりどりセール 11/22（水）～24（金）

300円
よりどり2個

1個159円
399円
よりどり3個

1個159円
880円
よりどり2パック

1パック480円
1,080円
よりどり3枚

1枚399円
300円
よりどり2個

1個159円

エバラ 
すき焼のたれ・
キムチ鍋の素
（300㎖・各1本）

........159円
（2本）

........300円

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）

【京都 野村】
「金閣」
和風三段重
（41品目 約3～4人前/
21×21×4.6㎝×3段）

...21,600円

【ホテルオークラ】
クリスマス
ショートケーキ
（直径約12㎝）

............3,888円

Kobaton

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

彩の国から冬の贈り物 2017まるひろのお歳暮

お歳暮ギフトセンター好評開設中！

お買上げ特典 ◆11月30日（木）まで
期間中、お歳暮ギフトセンターにて10,800円以上
お買上げの、まるひろ友の会・Mクラブカード・
スターカード（リーダース・チェリー）各会員様、合計先着
5,000名様（お歳暮ギフトセンター開催店舗配布合計）
に「まるひろオリジナルひざ掛け」
をプレゼントいたします。

◆12月18日（月）まで〈最終日は午後4時閉場〉
◆飯能店／2階特設コーナー　日高店／1階特設コーナー

乗り換えキャンペーン 
◆12月18日（月）まで
期間中、2017年の他社ギフト申込書をご持
参の上、新規にお歳暮ギフトセンターにて
10,800円以上お買上げでご配送のお客様
に「1,000円のお買物券」をプレゼントいた
します。※一部除外品がございます。詳しくは売場係員にお尋ねください。

ネスカフェ 
ゴールドブレンド スティックコーヒー（10本入）・
濃厚ミルクラテ（9本入）・濃厚カプチーノ（9本入）
味の素 
クノールカップスープ
コーンクリーム・ポタージュ・
つぶたっぷりコーンクリーム
（各3袋入）


