
⬆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

10/17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。

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」10月20日（土）・21日（日）の2日間

川越まつり開催に伴う川越市内交通規制により、まるひろ川越店の駐車場は、
すべてご利用いただけません。ご不便をお掛けいたしますが公共の交通機関をご利用くださいませ。

川越店からのお知らせ

・・・・・・・・・・・・3,780円ラウンドマット
・・・・・・・・・・・2,268円チェアーシート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円
ピロークッション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
マルチストッカー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円婦人ブラウス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円婦人チュニック各種 ・・・・・・・・・・・・・・・540円婦人2枚組ショーツ各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円婦人インナー各種
・・・・・・・・・・・・626円紳士2枚組トランクス各種

・・・・・・・・・・・・・・・・842円紳士2枚組トップス各種

・・・・・・・・・・・・・3,240円から婦人ジャケット各種

・・・・・・・2,592円から
ブラジャー各種

・・・・・・・・・・・・・410円から
ショーツ各種

〈ウイング〉バーゲン

ファブリックバーゲン

●10月23日（火）まで
● 2階=婦人肌着

〈エコー〉バーゲン
●10月23日（火）まで
● 2階=婦人洋品

●10月23日（火）まで ● 2階=寝具

婦人ジャケットバーゲン
●10月23日（火）まで ● 2階=婦人洋品

婦人･紳士肌着バーゲン
●10月23日（火）まで ●2階=婦人肌着・紳士肌着

・・・・・・・・・・・・32,400円

　羽毛ふとん
（日本製／
ダックダウン90％／
1.2kg／150×210cm）

・・・・・・・・・・・・54,000円

　羽毛ふとん
（日本製／ウクライナ
シルバーグース90％／
1.2kg／150×210cm）

羽毛ふとんバーゲン ●10月23日（火）まで
● 2階=寝具

※写真はイメージです。

※写真は全て一例です。

〈最終日は
午後3時終了〉◆10月17日（水）～23日（火）

◆2階=特設コーナー秋の大均一祭

●紳士ポロシャツ各種
【紳士洋品】

●婦人帽子各種
【婦人雑貨】

●婦人バッグ各種
【婦人雑貨】

●クッションカバー各種
【リビング】

●婦人ハイネックTシャツ各種
【婦人洋品】

●婦人レギンスパンツ各種
【婦人洋品】

●紳士トレーナー各種
【紳士洋品】

●紳士雨傘各種
【紳士雑貨】

●婦人雨傘各種
【婦人雑貨】

●婦人スカーフ各種
【婦人雑貨】

●紳士ブルゾン各種
【紳士洋品】

●フライパン各種
【リビング】

●パッドシーツ各種
【リビング】

●割烹着各種
【リビング】

●婦人カーディガン各種
【婦人洋品】

●婦人アンサンブル各種
【婦人洋品】

1,080円
均一

2,160円
均一

売り切れご容赦、お早めに！

永久不滅ポイント『まるひろポイントプレミアムお買物券』交換キャンペーン

※本券は、商品券など各種金券類の購入、チケット、たばこ、収入印紙等、および、まるひろポイントがご利用いただけない売場、そのほか店舗の指定する商品にはご利用いただけません。

『まるひろポイントプレミアムお買物券1,100円分』ご利用店舗
●川越店 ●飯能店 ●東松山店 ●入間店 ●上尾店 ●坂戸店 ●日高店 ●南浦和店（食料品売場） ●ららぽーと富士見店

■交換された『まるひろポイントプレミアム
お買物券1,100円分』は、その日から
まるひろでのお買物にご利用いただけます。

通常1,000円分のところ
100円もおトクです！

永久不滅ポイント

200ポイント
まるひろポイント
プレミアム
お買物券 1,100円分期間中

交換場所

●まるひろMクラブカード（クレジット付） ●スターカード（リーダース・チェリー） ●メンバーズカード対象カード
交換期間 10/18 21木 日

■交換は「本カード名義ご本人様」のみとなります。また、家族カードでの交換はできませんのでご了承ください。

お買物券
ご利用
有効期限 1/31 　まで

2019年

●1階＝特設コーナー

まるひろMクラブカード会員様

◆引取り期間：10月23日（火）まで ◆引取り場所：2階＝服飾雑貨

婦人 紳士靴・バッグ引取りキャンペーン
お引取りした靴・バッグがエネルギーにかわります。

期間中、ご愛用いただいた靴・バッグをご持参いただくと、1点につき、靴・バッグ売場で
ご利用いただける「500円のお買物券（3枚）」とお引換えいたします。
※お1人様最大5点までお引取りいたします。※お引取りできないものもございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。

■お買物券ご利用方法 ●ご利用期間：11月13日（火）まで
対象商品のお買上げで5,400円以上10,800円までで2枚、それ以降5,400円ごとに1枚ご利用いただけます。
※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。

日高店
1,000枚限定発行！木



※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。水 金10/1910/17

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食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店）

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。

お1人様3点、先着200点限り

お1人2点、先着150点限り

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

広島メロンパン（プレーン・チョコチップ）
（各1個）....................................................200円

元祖くず餅
（24切）......................................................761円

かまくらフルーツロール
（1個）................................................1,188円

あん食
（1斤）........................................................756円

栗むし羊羹
（1本）................................................1,100円

レーズンウイッチ
（10個）..............................................1,296円

チョコレートケーキ レギュラー
（1台）................................................1,998円

モンブランロール
（1個）................................................1,296円

「生」食パン
（2斤）........................................................864円

デニッシュ食パン（プレーン）
（1.5斤）.....................................................756円

四代目（はちみつ入食パン）
（1斤・6枚切）...........................................540円

古印最中
（7個入）............................................1,080円

アップルパイ
（1台）................................................1,301円

先着24点限り

先着30点限り

先着各48点限り

先着20点限り 先着24点限り

先着30点限り 先着30点限り

先着40点限り お1人様1点、先着40点限り
お1人様1点、先着48点限り

◆1階特設コーナー

午前11時からの販売となります。 正午12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。 正午12時からの販売となります。

パンとスイーツ ウィークパンとスイーツ ウィーク
Hattendo Cafelie 喜福堂トミーズ 乃が美 京都祇園ボロニヤ

トップス トップス
鎌倉ニュージャーマン マミーズ・アン・スリール鎌倉小川軒

なごみの米屋 香雲堂本店船橋屋

数量
限定

〈青森県産他〉さば干物（1枚）
〈宮城県産他〉きざみめかぶ（100g当り）
国産若鶏もも肉（100g当り）
国産豚もも切り落し肉（100g当り）
【デリカ味彩】揚げもち（1本）

【デリカ味彩】肉団子（100g当り）

Ｓ&Ｂ とろけるカレー（甘口/中辛/辛口/180g・各1箱）

味の素 コンソメ（7個・1箱）
日清 からあげ粉（100g・1袋）
ダノンヨーグルト
（いちご/ブルーベリー/75ｇ×4・各1パック）

楽陽 レギュラーポーク焼売（12個・1箱）

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】ささみの梅しそ
竜田揚げ（5個・1パック）....280円

〈青森県産〉国産にんにく
（1個）............................................99円

豚肉 冷凍食品

お1人様2点
先着300点限り

お1人様2点
先着300点限り

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈長野県産〉えのき茸（1袋）

〈埼玉県産他〉小松菜（1袋）

〈茨城県産他〉ピーマン（1袋）

お1人様4本、先着800本限り 先着合わせて150点限り

先着合わせて100点限り

先着100点限り
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200点限り

お1人様2点、先着200点限り

先着120点限り

先着10ｋｇ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5割引※一部商品を除く店頭表示価格（税抜）より
レジにて 2割引

ネスカフェ ゴールドブレンド
（80g・1本）..............................499円

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

〈チリ産〉銀鮭切身（甘口）
（養殖/2切）　　　　 （3切）

............398円　............580円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）..............................49円

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

〈台湾産インド洋沖他〉めかじき切身
（解凍/2切）　　　　（3切）

.......398円　　.......580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

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

マ・マー チャック付結束
スパゲッティ（1.4㎜/
1.6㎜/600g・各1袋）..........199円

〈群馬県産〉やまと豚

〈モーリタニア産他〉真だこぶつ切り
（生食用・蒸し）（1パック）...498円

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

マルちゃん 焼そば
（150g×3・1袋）...................139円

〈ニュージーランド産〉キウイ
フルーツ（グリーン）（1個）99円

【デリカ味彩】チキンステーキ
（照り焼き）（1パック）...280円

本日のおすすめ魚入握り寿司
（8貫・1折）.........................680円

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

〈熊本県産他〉極早生みかん
（Mサイズ・1袋）...................499円

お1人様5点
先着500点限り

18●限りのお買得18木限りのお買得 19●限りのお買得19金限りのお買得

※一部商品を除く

ハロウィンデカかぼちゃ
重量当てクイズ

□応募方法：食料品売場で税込1,080円以上お買上の
　お客様に、1枚応募券を差しあげます。展示してある
　かぼちゃの横に設置してある応募箱に、必要事項を
　記入の上、ご投函ください。
□締切：10/23(火)
□プレゼントは10/31（水）に、1階中央レジにてお渡し
　いたします。当選者にはお電話にてご連絡いたします。

正面入り口に展示してある大きなかぼちゃの重さを、予想してください。
抽選で5名様に、お菓子（税込2,000円相当）のプレゼントがございます。

10／17水オープニングスペシャルプライス

日高店
からの
お知らせ

飯能店
からの
お知らせ 重慶飯店フェア重慶飯店フェア

重慶飯店
肉まん
（3個）
.....619円

⬅ 重慶飯店
番餅（大）
（1本）
.....918円

➡

重慶飯店 焼売
（35g×6個）............................619円
⬅

17（水） 18（木） 19（金）

20（土）・21（日）
月よみ山路 栗むし羊羹
（1本）.......................................................751円

塩大福
（5個入）....................................................670円

先着40点限り 先着70点限り

正午12時からの販売となります。正午12時からの販売となります。松葉屋 みずの

20（土） 21（日）


