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飯能店 まるひろホームページは、こちらから➡
営業時間：午前10時～午後7時

http://www.maruhiro.co.jp

〒357-0025 飯能市栄町24番地4 042（973）1111（代表）

まるひろMクラブカード
会員様 10/20□限り土 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」食料品 ポイントフェア

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

■

※
通常1,000円分のところ
100円もおトクです！

まるひろポイントプレミアムお買物券

永久不滅ポイント200ポイント

1,100円分
期間中

交換期間

●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・チェリーカード）

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

10/25 28 日木

予 告

交換場所

対象カード

●6階＝Mクラブカウンター

まるひろMクラブカード会員様

お買物券
ご利用有効期限 1/31木2019年 まで
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〈東京西川〉
寝具大市
◆10月17日（水）
～23日（火）
◆5階＝寝具

◆対象ブランド：ミキシングブルー・詩仙堂・セラビ
ご愛用いただいた衣料品1点につき「1,000円相当のお買物券」とお引換えいたします。

◆引取り期間：10月17日（水）～11月30日（金）
◆引取り場所：対象ブランドショップ内

■お買物券ご利用方法
●有効期限：10月17日（水）～11月30日（金）
対象ブランドにて5,400円毎に1枚ご利用いただけます。まるひろ各店の当該売場・ブランドのみ
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。

2階催場

オーディオシステム期間限定販売会 国内ブランド・舶来ブランド時計期間限定販売会

銀座スタイル 
新作発表

欧米で活躍中のアーティストが作る
「逸品と呼ばれるテディベア」を

ご紹介いたします。
深まる季節に
おしゃれ心が
躍るころ、
「デザイナー
誕生月限定の
こだわりの逸品」。
秋冬のおしゃれに
最適な
キルティング使いの
ジャケットなど、
新しいのにどこか
懐かしさの香る
旬の装いを
どうぞ
ご覧ください。

普段お取り扱いのない
〈ランバン〉ブランドの
上質ブラックフォーマルを

期間限定でご紹介いたします。

貴方のお部屋が、瞬時に世界の有名音楽ホールに・・・。
ハイレゾにフル対応した1BOX Hi-Fi
オーディオシステムです。

ンロサ飾宝JPA

ONKYO

テディベア

厳選された
コーディネートアイテムを
7点セットいたしました。

正確に時を刻み続けるという時計本来の理想を
究めるとともに、腕時計としての美学と洗練さを
まとう、世界でもっとも薄いエコ・ドライブ
（光発電）時計を提案いたします。

・・・・・・・・・・378,000円

〈ONKYO〉
Hi-Fi オーディオシステム
（NF-07premium）

・・・・・35,856円

「暁の雲／
スペイン」
（レクエナ／
47.5×44.5ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,624円
「ロワン河畔の古都」（井口　由多可／
36.5×62.0ｃｍ）

・・・172,800円

リーディー
ベアーズ
「ヨランナ」
（モヘヤ／31ｃｍ）

・・594,000円

バーバラ・
アン・ベアーズ
「ハリー」
（モヘヤ／52ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・395,717円から

トータルコーディネート・
7点セット
（訪問着・袋帯・長襦袢・帯締め・
帯揚げ・半衿・草履）
お誂えお仕立上り

388,800円97,200円
〈イビサ〉ハンドバッグ
①

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432,000円
〈CITIZEN〉
①（AR5024-01E）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378,000円②（AR5004-59E）

ジュエリー
特集

18金ピンクゴールドはダイヤの輝きを
一段と際立たせます。

・・・・・・・・・・・・237,600円
K18ピンクゴールドダイヤリング
（ダイヤ0.250ct）

・・・・・・・・・・・・・・324,000円

K18ピンクゴールドダイヤ
ペンダント（ダイヤ0.514ct・
ダイヤ0.610ct）

オータムコレクション
ダーバン

日本のものづくりを
体現する
高品質ブランド
「ダーバン」の
秋の新作
コレクションを
ご提案いたします。

4階 4階

3階

3階
3階6階 ハンドバッグ3階

詩仙堂 東京ソワール

時 計

東京ますいわ屋

※写真は
　イメージです。
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同時開催
まくらの測定ご相談会

あったか寝具をお買得価格にて
多数取り揃えました。
※写真は全て一例です。

・・・32,400円

羽毛ふとん（日本製／
ダックダウン90％／1.2kg／

150×210cm） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

敷布団
（日本製／5.0kg／100×210cm）

・・・・・・・5,400円

アクリルマイヤー毛布
（日本製／アクリル100％／

140×200cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

パッドシーツ
（綿100％／100×205cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,218円

洗えるパイプ枕・わた枕
（58×39cm）

イビサ相談会
イビサ製品のお手入れ、
修理のご相談を承ります。

10月17日（水）～２1日（日）

飯能店1,500枚限定発行！

ハロウィン
キーチャーム
づくり体験会
◆開催日時：10月28日（日）
①午前11時～正午12時
②午後2時～午後3時
◆開催場所：5階＝玩具

◆人数：各回先着10名様限り
◆参加費：108円
パーラービーズで
かわいいハロウィン

キーチャームをつくろう！
ＰＲＥＳＥＮＴ

イベントに参加してくれた
お友達にはお菓子プレゼント！

②

①

②

予告

① ②

婦人服衣料品引取りキャンペーン



※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）


