
⬆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

2018

1/17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。

●日高店 次回店休日のご案内 2月20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」

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

冬の売りつくし冬の売りつくしまるひろ全館まるひろ全館 ◆2階にて開催！

機能肌着　機能寝具　バーゲン ◆1月23日（火）まで
◆2階にて開催

2BUY
SALE

まとめて、オトク！

※対象商品に限ります。
※まるひろMクラブカードのポイント
対象外となります。予めご了承くださいませ。

⬇売場では、
このスタンド
が目印です。

◆1月30日（火）まで ◆2階にて開催

更に更に

10%
OFF!

お買上げで

対象商品

2点以上2点以上

お好きな
2点で

2,916円

10%
OFF!合計でプラス

お好きな
2点で

6,804円

10%
OFF!合計で

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
婦人コート各種

【婦人洋品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
婦人カットアンドソーン各種

【婦人洋品】

お好きな
2点で

6,707円

10%
OFF!合計でプラス

お好きな
2点で

3,888円

10%
OFF!合計で

・・・・・・・2,160円婦人帽子各種
【婦人雑貨】

2,160円婦人ストール各種
【ハンドバッグ】

例えば

例えば

プラス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
紳士
カジュアルシャツ各種

【紳士洋品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
紳士トレーナー各種

【紳士洋品】

例えば

プラス

2,160円キッチン用品各種
【家庭用品】

5,292円合繊肌がけふとん
【寝具】

例えば

&

2階・リビング 参加売場 食器・家庭用品・タオル・寝具・インテリア ※一部除外品がございます。2階・服飾雑貨 参加売場 ハンドバッグ・婦人雑貨

羽毛のような弾力性のあるボア生地で、
発熱保温。家の中でも快適に過ごせ
ます。

裏起毛であたたか、
肌側が気持ちよく柔らかです。

【婦人肌着】 【紳士肌着】 【婦人雑貨】

裏起毛であたたかな着心地と、
ストレッチ素材で動きやすさを。

婦人ルームシューズ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

素材はアクリル100％であたたか。
お家の中ではもちろん、
オフィスなどでの寒さ対策にもおすすめ。

【寝具】

〈昭和西川〉
クォーターケット
（100×70ｃｍ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,646円

調湿＆吸湿発熱素材を使用。
優しい肌触りで，蒸れにくくあたたか。

【寝具】

〈昭和西川〉
調湿あたたかパッドシーツ
（綿50％・アクリル30％・キュプラ20％／
Sサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,536円・・・・・・・・・・・・・・各756円

婦人裏起毛肌着各種
（トップス・ボトムス）

婦人パンジーブーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
婦人合皮ショートブーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円

紳士裏起毛肌着各種
（トップス・ボトムス）・・・・・・・・・・・・・・各756円

婦人シューズバーゲン
◆1月23日（火）まで
〈最終日は午後3時終了〉

◆2階＝特設会場 羽毛掛けふとん
（側地：ポリエステル80％・
綿20％、詰めもの：
ホワイトダックダウン85％・
1.2kg／150×210cm）
・・・・・・・・21,600円から

羽毛布団バーゲン
◆1月23日（火）まで
◆2階＝寝具

婦人洋品
婦人肌着

参加売場参加ブランド2階 
婦人服 紳士洋品・紳士雑貨

スポーツ・紳士肌着

参加売場参加ブランド2階 
紳士服

「おしゃれ工房」からのお知らせ
◆2階＝おしゃれ工房



※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。●食料品売り出し期間 水 金1/191/17食料品 まるひろ2店共同企画

（実施店舗：飯能店・日高店）

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

数量限定

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

スーペリオアケーキ
（1個）...................................270円苺のWクリームサンド

ショート（1個）...................454円

【ゴディバ】
ジュエリーキープセイク
（5粒入・1箱）...........................3,996円

【メリ－チョコレ－ト】ショコラ－シカ
（1点）............................................................756円

【アミティエbyモロゾフ】アミティエ
（13個入・各1箱）..........................................800円

【メリ－チョコレ－ト】フラワ－クリスタル
（1点）...........................................................972円

【モロゾフ】フロレゾン
（11個入・1箱）......................................1,080円

【ゴディバ】
ベルシアン フェイバリット
アソートメント（4粒入・1箱）1,836円

【ゴディバ】
ジュエリーセレクション
（5粒入・1箱）...........................2,160円

草若み
（1個）...................................313円

スペシャルブレンド
スペシャルブレンド深煎り
（90g・各1個）.......................380円柚子シフォン

（1個）..................................350円 草餅
（1個）..................................162円

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）............................499円

豚肉 〈セイシェル・インド洋産〉
めかじき切身（解凍/4切）890円

〈宮崎県産他〉きゅうり（2本） 〈宮城県産他〉さんま蒲焼（1枚）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈茨城県産〉白菜（1/4カット）

〈長野県産〉えのき茸（1袋） 〈宮城県産他〉きざみめかぶ
（100g当り）

〈岩手県産〉南部どりササミ肉
（解凍/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】揚げもち（1本）

【デリカ味彩】ポテトフライ
（ガーリック）（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）

17水限りのお買得

18木限りのお買得 19金限りのお買得

1／17水オープニングサービス

先着60点限り

99円均一セール99円均一セール

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

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
※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

写真はイメージです

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100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2点
先着200点限り

お1人様2点
先着100点限り

お1人様4本
先着400本限り

写真はイメージです写真はイメージです

Ｓ＆Ｂ とろける シチュークリーム・
シチュービーフ（160g・各1箱）

S&B おでんの素（80g・1箱）

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100点限り

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

【なだ万】海の幸 恵方巻
（直径約5.0×長さ約18.0㎝）

（1本）.....................2,160円
【わらびの里】料亭の恵方巻
節分豆1袋付き（直径約5.0×長さ約
18.5㎝）
（1本）.............................897円

【一乃松】特上巻き
（直径約5.0×長さ約18.0㎝）

（1本）......................1,620円

〈岩手県産〉南部どり 〈ロシア産他〉紅鮭（中辛口）
（3切）.................................690円

【デリカ味彩】ふっくら真あじの
大葉フライ（8個・1パック）280円

〈秋田県産他〉糖度センサー選別
サンふじ（4個入・1袋）....499円

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）.................................199円

【デリカ味彩】昆布さば（薄醤油
仕立て）（1パック）............280円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）..179円

〈宮城県産他〉生かき（加熱用）
（1パック）...........................499円

明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン/そのままおいしい
脂肪０/450g・各1個）........139円

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

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

【デリカ味彩】海鮮しゅうまい
（6個・1パック）....................280円

【デリカ味彩】チキンチーズ
大葉巻き（6個・1パック）399円

【デリカ味彩】丸広特製 
生姜焼き弁当（サイボクゴールデン
ポーク使用）（1パック）........780円

【田吾作】かえで弁当
（1折）...............................900円

【和幸】特ロースカツ
（1枚）...............................476円

マンジョウ
芳醇本みりん
（1000㎖）・
ミツカン
純米料理酒
（1000㎖）・
純米酢金封
（500㎖）
（各1本）

......299円
近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）...................179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

先着合わせて200点限り

先着合わせて300点限り

こだわりのお弁当・お惣菜 恵方巻 ご予約承ります ◆銘店コーナー

お1人様2点限り

ロイスピエールロイスピエール 菓匠 清閑院菓匠 清閑院コージーコーナーコージーコーナー キーコーヒーキーコーヒーシェ・レカミエシェ・レカミエ 龜屋龜屋

ゴディバ 期間限定販売 バ
レ
ン
タ
イ
ン
ギ
フ
ト

◆
2
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水
）ま
で
　
◆
飯
能
店
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2
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日
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店
＝
1
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特
設
会
場

飯  能  店 日  高  店※飯能店のみの販売となります。 ※日高店のみの販売となります。

先着120点限り 先着100点限り

先着10㎏限り先着20㎏限り

先着20㎏限り

旬
の

NEW


