
※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下さい。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。

お買上げの方に
ウィッグショッパー
プレゼント

VALAN 30周年
 記念商品

私の肌は、
好きな自分を、未来へつなぐ。

日替り 和スイーツ日替り 和スイーツ

2ポイント 2ポイント 2ポイント 2ポイント 4ポイント

あらゆる感覚を研ぎ澄まし、その人らしい
生き生きとした表情を輝かせる。
それがSHISEIDOのメーキャップです。

友の会会員様限定
本誌ご提示でカウンセリングされたお客様に
お肌にあったサンプルを差しあげます。

資生堂カウンターにおいて
ビューティコンサルタントによる
メーキャップアドバイス会開催中
3階＝資生堂
0429‐73‐2145（直通）

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

【デリカ味彩】
お彼岸煮物
（1パック）

................430円

【田吾作】きのこおこわ
（1パック）.....................................540円

【本高砂屋】
おはぎ（つぶ・こし・きなこ）
（各1個）.....................184円
【本高砂屋】
おはぎ（つぶ・こし・きなこ）
（各1個）.....................184円

〈茨城県産他〉アールスメロン
（1個入・1箱）.........................2,160円

【デリカ味彩】
天ぷら
盛り合せ
（1パック）

..........698円

【魚力】大漁にぎり
（18貫）................................2,000円

【魚力】〈長崎県産他〉本生まぐろ
中とろ（100g当り）...........1,290円

4階＝婦人服 ワコール 3階＝化粧品 資生堂 3階＝化粧品 コーセー 3階＝化粧品 ちふれ 2階＝催場

9/24（月・振）までの販売
1階＝特設コーナー

予告
測定会に参加して、健康について考えてみませんか？

体組成、血圧を測定して
保健師からアドバイスを
受けましょう！

健康測定会健康測定会
◆9/22㈯午前10時～午後5時
◆6階友の会カウンター脇特設会場
◆協力：飯能市（健康福祉部 
　　　 健康づくり支援課）

◆1階特設会場　◆19（水）～24（月・振）

参加費無料

.................................................162,000円
【SUHADA】肌リフトSTEP
...........................................................6,048円

プロテクトデイエマルション
（40㎖）...............................................6,804円

コスメデコルテ  
iP.Shot アドバンスト
（20g）............................................10,800円

トリートメントナイトエマルション
（60㎖）...............................................6,804円

バランシングローション
（160㎖）.............................................5,940円

まるひろ ポイントアップフェアまるひろ ポイントアップフェア

プレゼント 
食料品売場で当日のみご利用できる
お得なお買物券を差しあげます。
（無くなり次第終了）
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

カールスタイルの
ハーフウィッグ

数量限定はくだけで、
たるみを引き上げて、
美しいシルエットをキープ。
クロスウォーカー機能付き 

カウンセリング後、新ブランドヒカリミライの
サンプルを進呈いたします。

iPS細胞研究から着想した
『シワ改善美容液』誕生！

期間中、 iP.Shot アドバンスト早期ご予約
頂いた方に、
「コスメデコルテ 
AQMWレプリ
ションマスク」を
差しあげます。

【福砂屋】
カステラ
（0.6号）

...1,188円

【柏屋】
薄皮饅頭
（こしあん）
（8個入）

.........864円

【一六タルト】
栗づくし
（1本）

...1,080円

【船橋屋】
くず餅
（24切）

..........761円

19㊌・20㊍
限り

21㊎・22㊏
限り

23㊐㊗
限り

お彼岸特集お彼岸特集

24㊊◯
限り

振

各日先着30点限り各日先着50点限り 先着40点限り 先着50点限り

リフォーム
ミュージアム開催
◆9/19（水）～9/24（月・振）午前10時～午後7時
◆2階＝催場　（最終日は午後4時閉場）
主催：リフォームプライス・ホームテック株式会社
リフォームの最新技術や思わず「へぇ～」と言ってしまうメーカーの歴史を展示。
リフォームのプロがお家のお悩みを解決いたします。
すぐではないがリフォームで何が、どこまで、いくら位で出来るか知りたい方は
お気軽にご相談ください。

新メーキャップ  誕生
内なる美を、魅力的に引き出す。

※数に限りがございます。

20（木）からの販売

◆9/23日（日・祝）まで

協賛

 7時9/19  ㊌
2018



※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。

水 金9/219/19食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店）

※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

リーディング
グラスフェア
◆9/19日（水）～25日（火）
　 最終日は午後3時閉場
◆2階＝特設会場

おしゃれ老眼鏡

キャンペーン無金利期間限定！！ 手数料はまるひろが負担します。 
■9月30日（日）まで　　■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。
　※対象売場は各店販売員におたずねください。
期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用になる場合、分割手数料はまるひろが負担いたします。

※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。
※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかとなります。
※対象商品は一部除外もあります。詳しくは係員におたずねください。※ららぽーと富士見店は除く。

まるひろMクラブカード［クレジット機能付］、スターカード（リーダース・チェリー）、アトレMクラブカード
キャンペーン対象カード

日高店からのお知らせ

大塚食品 ボンカレーゴールド（甘口/中辛/180g・各1箱）
丸広 一等小麦粉100％使用パン粉（230g・1袋）
S&B 本生 本わさび（43g・1箱）
テーブルランド なめ茸（120g・1個）
森永 マウントレーニア カフェラッテ各種（カフェラッテ/エスプレッソ/ノンシュガー/240㎖・各1本）
紀文 ３連玉子とうふ（65ｇ×3・1パック）
メグミルク なめらかプリン・あじわいコーヒーゼリー（210g・各1個）
タカノ 絹美人（150ｇ×3・1パック）

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

【デリカ味彩】揚げもち
（1本）............................................99円

〈岩手県産〉南部どり

〈ノルウェー産他〉生アトラン
ティックサーモン
切身（養殖/2切）......680円

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

生アトランティックサーモン
づくしにぎり
（1パック）..................580円

〈三陸産他〉さんま開き
（1枚）......................................138円

米又 米又の水ようかん
（190g）.....................................449円

ヤクルト ヤクルト10本パック・Ｎｅｗヤクルト
カロリーハーフ10本パック
（65㎖×10本・各1パック）............................................378円

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

丸美屋 麻婆豆腐の素
（甘口/中辛/辛口/
162g・各1箱）..........................159円

〈栃木県産他〉梨
（4個）.........................500円

丸美屋 とり釡めしの素（134g）・
五目釡めしの素（147g）・とりごぼう
釡めしの素（128g）　
（各1箱）.....................159円

キリン 一番搾り
（350㎖×6缶・
1パック）.............1,268円

鈴廣 あげかま竹皮包
（10個入）..........1,290円

〈北海道産〉
ブロッコリー
（1個）

......100円

【デリカ味彩】さば味噌煮
（骨なし）（1パック）...250円

【デリカ味彩】かれいの唐揚げ
野菜あんかけ
（1パック）....................280円

握り寿司
（12貫・1折）.......1,280円

〈群馬県赤城高原産〉（産地直送）
高原レタス（1個）......100円

サントリ－ 金麦
（350㎖×6缶・1パック）738円

お1人様2点、先着200点限り

お1人様計3点、先着合わせて200点限り
先着100点限り

先着100点限り
先着100点限り

〈群馬県昭和村産〉（産地直送）小松菜（1袋）

〈長野県産〉えのき茸（1袋）

〈山形県産他〉にら（1束）

〈青森県産〉泥ごぼう（カット）（1袋）

お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点
先着500点限り

お1人様8点、先着1000点限り お1人様2点、先着700点限り
〈青森県産他〉サン津軽
りんご（1個）...........100円

お1人様5点、先着1500点限り

99円均一セール99円均一セール
9／19水オープニングスペシャルプライス

20木限りのお買得 21金限りのお買得

豚肉
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

〈群馬県産〉やまと豚
店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

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

〈長野県産〉ぶなしめじ
（1袋）.........................100円

〈アメリカ・ロシア産〉紅鮭
筋子（100g当り）.....598円

国産若鶏もも肉
（100g当り）.....................99円

ピックルス ご飯がススムキムチ
（200g・1パック）........179円

ばらちらし丼
（1パック）...................498円

【デリカ味彩】タルタル風味の
一口まぐろカツ
（10個・1パック）.........299円

〈北海道産他〉大根
（1本）........................159円

〈北海道産他〉生秋鮭切身
（2切）........................498円

【デリカ味彩】ぶり照り焼き
弁当（1パック）.........350円

日本ハム シャウエッセン
（1束）........................399円

サーモン・いくら丼
（1パック）...................680円

はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）...........199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

サイボクポークウインナー
（1パック）..........................450円

海鮮丼
（1パック）...........................498円

【デリカ味彩】ソース焼きそば
（1パック）..........................250円

アサヒコ 昔あげ
（2枚・1袋）..............................79円

刺身盛合せ 3点盛
（1パック）..........................680円

ペヤング ソースやきそば
（120g・1個）...........................99円

午後4時から
のお買得

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。 ※数に限りがございます。

※一部商品を除く

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

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。

午後4時から
のお買得

※数に限りがございます。

午後4時から
のお買得

※数に限りがございます。

先着20点限り 先着50点限り

数量
限定

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）......189円

先着合わせて200点限り

ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/いちご/
ブルーベリー/
75ｇ×4・各1パック）99円
ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/いちご/
ブルーベリー/
75ｇ×4・各1パック）99円

お1人様2点、先着100点限り

お1人様2点、先着100点限り

お1人様2点、先着300点限り

●食料品売場●食料品売り出し期間

キューピー 
マヨネーズ
（350g）・
ハーフ（300g）・
デルモンテ 
トマトケチャップ
リコピンリッチ
（485g）
（各1本）.........................179円

ＪＡ全農たまご
ピュアテイスト
（10個・1パック）

.............179円

ＪＡ全農たまご
ピュアテイスト
（10個・1パック）

.............179円
先着200点限り

生本まぐろ
解体実演販売会
生本まぐろ
解体実演販売会

9/21（金）
午後4時～

東
信
水
産

東
信
水
産

中とろ柵（1柵）
1,580円

赤身柵（1柵）
1,280円

日高店のみ実
施

10,800円から


