
⬆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

2017

11/22水

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」まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。

※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。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。

「日高市ものづくり」フェア

・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,944円

　〈グンゼ〉
紳士機能性肌着
（インナー・タイツ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円
ニット各種
（毛100％） ・・・・・・・・・・・・・・10,692円

タートルネックセーター各種
（カシミヤ100％） ・・・・・・・・・・・・・・11,772円

カーディガン各種
（カシミヤ100％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176円パリパリめんたい（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165円パリパリチーズ（1個）

・・・・・・・・・・・・・・177円
香おいしいメロンパン
（カスタードクリーム入り／1個）

・・・・・・238円天然酵母くるみレーズン（1個）
・・・・385円天然酵母バターレーズン（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円
〈プチオンフルール〉
ニット各種

350円おからドーナツ（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円甘酒（1杯）
500円とうふ高麗鍋（1人前）500円高麗鍋うどん（1人前）

500円もつ高麗鍋（1人前）

・・・5,390円
〈アルファキュービック〉
タートルネック・
Vネックセーター各種

吸湿発熱・裏起毛の
高機能肌着です。

人気ブランドのニット、ウールからカシミヤ素材まで
多数取り揃えております。

吸湿発熱・軽量・抗菌消臭で
冬を快適に過ごせます。

【紳士肌着】

・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,484円

　〈グンゼ〉
婦人ホットマジック
（8分袖インナー・フルレングス丈）

【婦人肌着】

◆11月22日（水）～28日（火） 
◆2階＝肌着発熱素材肌着特集

◆11月22日（水）～28日（火） ◆2階＝婦人洋品

◆11月25日（土）・26日（日）
　各日午前10時～午後2時
◆1階＝特設コーナー

日高市高萩【メルシービアン】

・・・・・・・・・・・・・200円
しいたけパン
（1個） ・・・・・・・・・・・・・200円

りんごパン
（1個）

・・・・・・・・・・・・・200円
メロンパン
（1個） ・・・・・・・・・・・・・180円

シナモンロール
（1個）

・・・・・・・・・・・・・180円
あんパン
（1個） ・・・・・・・・・・・・・250円

食パン
（1斤）

◆11月22日（水）・27日（月）
　各日午前10時～午後2時
◆1階＝特設コーナー

日高市高萩【暖ぱん】 ◆11月23日（木・祝）限り 午前10時～午後2時
◆南口店頭 特設会場 ※写真はイメージです。

※悪天候の場合は予告なく販売中止となる場合がございます。

高麗鍋特集

婦人ニット特集

○ ↑

○↑

は る

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円狭山茶（上煎茶／150ｇ）

・・・・・・2,500円からケヤキの木の器
・・・・・・・・・850円からカッティングボード

1,200円巾着田はちみつ（菜の花／170ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・351円高麗ビール（330㎖）

1,944円プレミアム マックリ（栗×マッコリ／750㎖）
・・・・・・1,080円マックリ（栗×マッコリ／750㎖）

◆11月23日（木・祝）
　午前10時～午後2時
◆1階＝特設コーナー

日高市鹿山【ケヤキ堂】

・・・・1,080円
ハニー
スイートポテト
（4個入） ・・・・・・・756円

狭山茶
ラングドシャ
（12個入）

◆11月24日（金）・28日（火）
　各日午前10時～午後2時
◆1階＝特設コーナー

日高市栗坪【なかや商店】

◆11月22日（水）～28日（火） 〈最終日は午後3時閉場〉 ◆2階＝特設会場
日高市鹿山【アート工房 木楽】

日高市高麗川【向日葵】日高市高麗川【はし本】日高市楡木【豆腐厨房】

一例
として ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円から靴ベラ（小）

・・・・・・・・・・・・・・・250円からコースター各種一例
として

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円から絵手紙額
・・・・・・・・・・・・・・・1,000円から耳かき（山桜）一例

として ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,500円ごみ箱
・・・・・・・12,000円から一輪挿し各種一例

として

「おしゃれ工房」からのお知らせ
●毛皮のリメイク承ります。
クローゼットで眠っている毛皮コートを、マフラー、
ベスト、バッグなどに変身させることができます。
その他、
刃物研ぎから
洋服のお直し、
バッグ・
靴の修理まで
幅広く承ります。

◆2階＝おしゃれ工房

◆1階=クリーニング

組合せ自由！！
まとめてお得！

3点単位なら
何組出しても
OK!

※数に限りがございます。
なくなり次第終了となります。

日高市の工芸、パン、
名物高麗鍋など
取り揃えました。



※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）


