
※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 5月8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」

2018

4/25水 ⬆まるひろ
ホームページは、
こちらから

まるひろ
日 高 店

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）

生チョコレート
［ストロベリー］
（20粒入）778円

初
夏
の北海道直送市

【帯広市・六花亭】
①マルセイバターサンド
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・651円

【小樽市・小樽飯櫃】
たこザンギ（6個）・・・・・・・・・・・1,167円

②ひろびろ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720円

【札幌市・ロイズ】【札幌市・ロイズ】
ポテトチップ
チョコレート
［オリジナル］ 
（190ｇ）778円

【札幌市・石屋製菓】
①白い恋人
（12枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・762円
②美冬
（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・391円

【小樽市・小樽洋菓子舗ルタオ】
①ドゥーブルフロマージュ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

②塩バタークラウン
（5個入）・・・・・・・・・・・・1,620円

【函館市・ペイストリー
スナッフルス】
チーズオムレット
（8個入）・・・・・・・・・・・・1,296円

【札幌市・もりもと】
ハスカップジュエリー
（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 561円

【松田商店】普通小豆
（500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

日
替
り
提
供
品

【東信水産】〈北海道産〉
甘口さんま開き（2枚入）580円

【牧家】牧家の杏仁豆腐
（520g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円

北海道産国産牛（交雑種）
バラカルビ焼肉用
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信水産】〈北海道産〉
さんま丸干し（2尾入）380円

【室蘭うずら園】味付うずら卵
（150ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円

北海道産国産牛（交雑種）
小間切れ肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321円

【東信水産】〈北海道産〉
塩わかめ（120g入）・・・・・・398円

【松田商店】大納言小豆
（500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
北海道産国産牛（交雑種）
もも切り落し肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信水産】〈北海道産〉
いくら醤油漬（100g入）1,380円

北海道産国産牛（交雑種）
ももステーキ用肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円

【東信水産】〈北海道産〉
本ししゃも（10尾入）1,080円

【松田商店】大粒ツルムスメ
大豆（500g） 399円 499円

【松田商店】大正金時
（500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【松田商店】大粒光黒大豆
（500ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈洞爺湖産〉雪蔵じゃが芋
（約1.2kg入・1袋） 350円

【藤原製麺】旭川ガラ味ラーメン
（醤油・味噌）・ガラ味冷しラーメン
（各2食入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・各159円

499円

先着150点限り

北海道産国産牛（交雑種）
肩切り落し（100g当り）399円

〈由仁町産〉レトルトコーン
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円先着200点限り

【藤井】東川産ゆめぴりか
（5ｋｇ）・・・・・・・・・・ 2,180円

北海道産国産牛（交雑種）
サーロインステーキ用
（約180g・1枚）・・・・・・・・・・1,480円

【東信水産】〈北海道産〉
柳たこブツ切り生食用
（150g入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

先着100点限り

先着100点限り

先着50点限り

〈富良野産〉グリーンアスパラ
（約150g・1束） 350円先着100点限り

先着50点限り

先着60点限り

先着48点限り

先着48点限り

先着50点限り

先着50点限り

季節・数量限定品

◆4月25日（水）～5月1日（火） ◆1階＝食料品特設コーナー
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。※ポイントサービスの対象外となります。

※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。

〈最終日は午後4時閉場〉

北海道直送市初
夏
の

【梶原昆布店】
とろろ昆布
（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

先着100点限り

【占冠村振興公社】
北海道産乾燥しいたけ
（大／130ｇ）・・・・・・・・・・648円

先着100点限り

各先着48点限り

【坂口製粉】
パンに塗るきな粉
（135ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

先着120点限り

【よつ葉乳業】
スキムミルク
（200ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・358円

先着120点限り 先着150点限り

【ジョリクレール】
ロールケーキ切れ端の
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【ほそかわ】甘納豆
（金時・小豆・福白金時／
各180ｇ）・・・・・・・・・・・・・各200円

伊藤ハム 北海道
ロースジンギスカン
（200ｇ・1パック）・・・・・380円

【山下食品】
重ね巻
（サーモン／1本）・・・690円

【山下食品】
佃煮各種
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信水産】〈北海道産〉
ホタテ貝柱生食用
（約200g入）・・・・・・・・・・980円

【東信水産】〈北海道産〉
真ホッケ開き
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

北海道産国産牛（交雑種）
肩ロースうす切り肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・880円

【おが和】甘露煮（鱈180ｇ・
さんま200ｇ・にしん180ｇ）・
【布目】松印いか塩辛
（300ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・各399円

【福山醸造】
北海道みそ（赤粒・白粒／
各1kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【ほそかわ】
ゆで小豆3缶シュリンク
（210g×3缶）・・・・・・・・・399円

【南富良野町振興公社】
バタじゃが
（5玉入）・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

5月1日（火）まで
〈最終日は午後4時まで〉

※数に限りがございます。
なくなり次第終了となります。

特別出店

北海道の味覚

7日間
限定
お買得

北海道の味覚

7日間
限定
お買得

【北海大和】
北海道スープ各種
（各3袋入）・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

180円
よりどり3点

【藤原製麺】
北海道ラーメン各種
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円

108円
よりどり3点

※写真はイメージです。

【砂川市・北菓楼】開拓おかき
（えりも昆布・松前いか・枝幸帆立・
白老虎杖たらこ／各170ｇ）・・・・・・・・・441円

※写真はイメージです。

【帯広市・柳月】

三方六 抹茶（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・760円
三方六（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・630円

【七飯町・はこだてわいん】
無添加ワイン（コクのある赤・
ワイン＆ブルーベリー・ブドウ香る白／
各720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

4/25●水 26●木 27●金 28●土 4/30●●・5/1●月 振 火29●●祝日

② ②①

②①

①

よりどり3本

【有楽製菓】
ピンクなブラックサンダー
（12袋入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

【三葉製菓】ジャンボ
かりんとう（黒糖・蜂蜜／
各410ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・400円

先着60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 ※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4/27食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店） 4/25

次
回
店
休
日
の
ご
案
内

飯
能
店
|
|
|
|
|
|
5
月
9
日（
水
）

日
高
店
|
|
|
|
|
|
5
月
8
日（
火
）

GW
均一
バｰゲﾝ

GW
均一
バｰゲﾝ

ゴールデンウィーク

レナウンバーゲン マックレガーバーゲン ゴールデンベアバーゲン 保冷バッグバーゲン

婦人帽子バーゲン

エースバッグバーゲン

数量限定

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

〈熊本県産〉糖度センサー選別
デコポン（1袋）................599円

豚肉 〈愛媛県産他〉真鯛切身
（養殖/3切）........................990円

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

26木限りのお買得 27金限りのお買得26木限りのお買得 27金限りのお買得

25水オープニングサービス 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

お1家族様1点
先着300点限り

〈熊本県産〉トマト
（小箱・1箱）........................299円

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）......399円

〈岩手県産〉南部どり

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）...................179円

明治屋 果実実感ジャム
（つぶつぶイチゴ/つぶつぶブルーベリー/
ざくざくオレンジマーマレード/
しゃきしゃきリンゴ/
340g・各1個）.....................299円

〈インドネシア産他〉むきえび
（養殖/解凍/1パック）........590円

〈沖縄県産〉南瓜
（100g当り）.............................79円

【デリカ味彩】12品目具材の
豆腐ハンバーグ
（4個・1パック）....................280円

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（1個）.................................159円

マルちゃん 焼そば
（150g×3・1袋）..................148円

国産豚ロース生姜焼き用
（100g当り）........................169円

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

味の素 健康サララ
（600g・1本）.......................399円

刺身盛合せ 4点盛
（1パック）...................1,180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

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200点限り

先着合わせて200点限り

〈埼玉県産他〉きゅうり（3本） さつま揚げ（1枚）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈高知県産他〉なす（2本）

〈茨城県産〉ピーマン（1袋） さんま蒲焼（1枚）

国産若鶏もも肉（100g当り）

〈岩手県産〉南部どり
ささみ肉（解凍/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】塩味枝豆（100g当り） テーブルランド なめ茸（120g・1個）

【デリカ味彩】揚げもち（1本）
先着120点限り

先着100点限り

Ｓ＆Ｂ おいしいカレー
（中辛/辛口/180g・各1箱）

先着10㎏限り ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/バニラ風味/ブルーベリー/
いちご/南国フルーツ/75ｇ×4・各1パック）

25水限りのお買得25水限りのお買得

お1人様2点、先着300点限り

お1人様6本、先着1200本限り お1人様4本、先着800本限り

お1人様2点、先着200点限り お1人様2点、先着300点限り

お1人様2点、先着50点限り お1人様2点、先着200点限り お1人様5点、先着300点限り

お1人様2点、先着100点限り 数量限定

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 2割引

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

はごろも 
シーチキン 
Lフレーク・
マイルド
（70g×4缶・
各1パック）

...399円

百貨店でプレミアムな週末を。
まるひろは月末「金・土・日」もプレミアムフライデー

◆4/27（金）～29（日・祝）

【デリカ味彩】厚切りハムカツ
（1パック）....................................299円

握り寿司
（9貫・1折）...........................1,080円

サントリー ジムビームハイボール
3缶パック
（おつまみ付/350㎖×3缶・1パック）498円

【デリカ味彩】うな重&うどんセット
（1パック）.....................................598円

国産うなぎ長焼き
（1尾）..................................1,790円

国産うなぎ丼
（1折）...................................1,980円

4/27(金)は、春の土用の丑の日です季節の変わり目なので栄養価
の高いものをいただきましょうと
いう先人の知恵でもあります。

【なだ万厨房】
母の日御膳
（約10.5×19.2×高さ5.1㎝×2段/

1折）.................2,700円

【わらびの里】
母の日弁当
（約13.2×13.2×高さ4.3㎝×2段/

1折）..........1,944円

『母の日お弁当』ご予約承ります『母の日お弁当』ご予約承ります
◆承り：5/11㈮まで　
◆お渡し：5/13㈰のみとなります　
◆銘店コーナー

【なだ万厨房】
鼓
（約14.5×20.0×高さ5.4㎝/

1折）.................1,728円

婦人チュニックシャツ・
ブラウス各種
............3,240円から

婦人Tシャツ各種
..............3,240円から

紳士カジュアルシャツ
各種....3,240円から

紳士バッグ各種
..............3,240円から

婦人帽子各種
......2,160円から

保冷バッグ
各種
......1,080円

婦人（飯能店＝4階、日高店＝2階） 紳士（飯能店＝5階、日高店＝2階） 雑貨（飯能店＝3階、日高店＝2階）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

5/1（火）まで

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」4月25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」

4/25□水限り


