
※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。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。

飯能店より 日高店より

ベルト各種
...............................　　　　　　 1,080円

裏起毛トレーナー各種
..............................　　　　　　  2,160円

〈カンゴール〉
カジュアルシャツ各種
..............................2,160円

〈ゴールデンベア〉
トレーナー各種
..............................3,240円

〈ゴールデンベア〉
セーター各種
..............................3,240円

〈ゴールデンベア〉
ブルゾン各種
..............................5,400円

ハイネックセーター各種
..............................2,160円

バッグ各種
......................3,240円より

〈チリ産他〉スモークサーモン
（生食用/養殖/100g当り）..............580円

ＱＢＢ レンジ用ふぉんじゅ亭
（200g・1箱）.....................................499円

プリマハム 十勝グルメ便り ロース
生ハム（110g）..............................299円

〈ドゥデ・ノーダン〉
ボージョレ・
ヌーヴォー2018
〈さくら草ラベル〉
（750㎖・1本）

.............2,484円

〈クラージェ〉
ボージョレ・
ヴィラージュ・
ヌーヴォー2018
（750㎖・1本）

.............2,880円

〈ジャン・カリヨン〉
遅摘みのボージョレ・
ヴィラージュ・
ヌーヴォー2018
（750㎖・1本）

..............2,916円

〈モメサン〉
ボージョレ・ロゼ
ヌーヴォー
2018
（750㎖・1本）

..............2,160円

国産牛（交雑種）ももステーキ
（100g当り）......................................480円

また、包丁の刃研ぎを承ります。
※料金:1本につき1,404円から
　（お1人様1本まで）
※木屋のお取扱い商品
　以外の研ぎは承りかねます。
※限定数を超えた場合は日数を頂戴
　いたします。

江戸時代より210余年ののれん
を今に受け継ぐ〈日本橋木屋〉
が、各種包丁や調理器具を特
別価格でご奉仕いたします。

日本橋木屋
座売り

メンズカジュアルバーゲンメンズカジュアルバーゲン
◆11月14日（水）～20日（火）（最終日は午後2時まで）  ◆２階＝特設会場

14日（水）オープニング

30点限り

20点限り

カジュアルシャツ各種
...............................　　　　　　 1,080円

ダウンコート各種
..............................　　　　　　  5,400円

30点限り

10点限り

◆11/14（水）・17（土）・18（日）
　（最終日は午後4時まで）

◆12/25（火）まで

◆11月14日（水）午前11時～午後4時

写真はイメージです

写真はイメージです

新宿高野 期間限定販売会新宿高野 期間限定販売会 ◆11/20（火）まで

フリュイマンゴー
（1台）

..........1,080円

アンパンマン
天才脳パズル....................3,240円

アンパンマン
キッズタブレットJr........4,298円

フルーツショート
（1台）

..........1,296円
紅玉りんごのごろごろパイ
（1台）
......................................864円

フリュイデセール
（1台）
..........1,296円

＜森泉人形＞
金剛8号
（21×17×高さ36㎝）

....26,460円

＜森泉人形＞
10号羽子板
（26×24×高さ44㎝）

...27,216円

5階＝家庭用品売場 5階＝特設コーナー

羽子板・破魔弓特集
5階＝玩具

特典1：期間中、羽子板・破魔弓お買上げ
　　　 のお客様に「写真立てオルゴー
　　　 ル」を差しあげます。
　　　 ※無くなり次第終了となります。
特典2：まるひろMクラブカード・スター
　　　 カードをお持ちで11/30（金）ま
　　　 でにお買上げのお客様には10%
　　　 OFFさせていただきます。（他の
　　　 割引優待との併用はできませ
　　　 ん。）

アンパンマン
知育玩具体験会

日本橋木屋
座売り

羽子板・破魔弓特集アンパンマン
知育玩具体験会
小さなお子様が楽しみながら学ぶ
ことができるアンパンマンのキャ
ラクターを用いた知育玩具の無
料体験会です。

写真はイメージです

各日限定
20本

2019.1月、まるひろスターカードデビュー！
年間合計50,000円以上お買上げなら、スターカードへのご入会・
お切替えが断然お得です！（割引品・食料品・飲食は除きます。）
※サービス開始：2019年1月2日（水）から
※年会費：1,000円＋消費税。次年度以降クレジットカードのご登録口座よりお引き落しさせていただきます。
※承り場所：友の会カウンター

年間お買上げ総額に応じて
ポイント付与率アップ！

・20万円未満
・初年度

・20万円以上
 50万円未満

・50万円以上
 70万円未満

・70万円以上

初年度
年会費 無料！

カード提示で有料駐車場

2時間無料！
　 1,000円お買上げで
　 4時間無料
さ
ら
に

おトク

33

おトク

22
おトク

11

3%
5%

7%
10%

3%
5%

7%
10%

ポイント付与
最大10％！
1月～12月のお買上げ合計
によって、 翌年のポイント
付与率が変わります。

1階＝特設会場

2018
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※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。
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

※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11/1611/14食料品 まるひろ2店共同企画

（実施店舗：飯能店・日高店）
●食料品売場●食料品売り出し期間

15木限りのお買得 16金限りのお買得

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引3割引

〈長野県産他〉白菜
（1/4カット）........................100円

〈岩手県産）南部どりJA全農たまご ピュアテイスト
（10個・1パック）.................179円

〈北海道産他〉真ほっけ開き
（1枚）.................................580円

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（600g・1本）......540円

キューピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）（各1本）..179円

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

【デリカ味彩】さば味噌煮
（骨なし）（1パック）.........250円

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

〈山形県産〉ラ・フランス
（1個）.................................100円

握り寿司
（8貫・1折）.........................698円

豚肉

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1000㎖・各1本）

.........299円

〈ロシア・アメリカ産〉紅鮭切身
（中辛塩）（3切）............680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

お1人様6本
（1ケース）限り

セルフマート ベストセレクション

今週の

鶏唐揚弁当
（1折）..............................648円

特ロースかつ
（1枚）..............................490円

豆腐のひき肉包み揚げ
（6切・1パック）.................199円

和幸 デリカ味彩たごさく クリスマスケーキ おせち
ご予約承り中

11/14㈬～18㈰

紀文
紀文の季節
（12種22品目・
1パック）

........559円

笛木醤油
金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）

.......................599円

マンジョウ
濃厚熟成本みりん
（1000㎖・1本）

.........300円

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

【オリジナル】
赤羽商店
瀬戸内産寿司焼海苔
（24枚・1袋）

..........................699円

にんべん
フレッシュパック
ソフト増量
（4.5g×8袋＋1袋・1パック）

...............299円

〈ノルウェー産他〉甘塩さば（1枚）
国産真あじ開き（1枚）
国産豚もも切り落し（100g当り）※銘柄豚を除く
国産若鶏もも肉（100g当り）
【デリカ味彩】肉団子（100g当り）
【デリカ味彩】揚げもち（1本）
S&B 本生和からし・本生本わさび（43g・各１箱）
明星 中華三昧 広東風醤油拉麺（105g）・北京風塩拉麺（103g）（各１袋）
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）

タカノ 絹美人（150ｇ×3・1パック）

味の素 健康サララ
（600g・1本）.........................................399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】豚ヒレカツ
（5枚・1パック）......................................399円　

冷凍食品先着合わせて200点限り

先着120点限り
先着10㎏限り

先着20㎏限り
先着20㎏限り

99円均一セール99円均一セール
11／14水オープニングスペシャルプライス

店頭表示価格（税抜）よりレジにて5割引

〈モーリタニア産他〉真たこぶつ切り
（1パック）.............................................498円

丼物各種（鉄火・ねぎとろ・穴子他）
（各1折）...............................................498円

サイボクポークウインナー
（1パック）.............................................450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/
400g・各１個）......................................139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

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

〈熊本県産〉早生みかん（不揃い）
（約3㎏入・1箱）.............................1,080円

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

国産牛（交雑種）サーロインステーキ（約170g）・
ロースステーキ（約190g）（各1枚）1,280円

〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）

〈長野県産他〉
ぶなしめじ（約170g入・1袋）

〈埼玉県産他〉
小松菜（1袋）

〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ（1袋）
お1人様2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1点、先着50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人様2点、先着100点限り
〈新潟県産他〉種無し柿
（1個）.................................100円

お1人様5点、先着1000点限り お1人様5点、先着1000点限りお1人様2点、先着100点限り

※一部商品を除く

数量
限定

まるひろオリジナル
「彩」〈いろどり〉おせち 
和洋一段重
（17品目 約2～3人前/
27×27×5.5㎝×1段）

....12,960円

ご予約受付 12月22日（土）まで
お渡し 12月31日（月）
　　　　 （午前11時～午後5時）

受付場所 1階＝特設コーナー

早期
割引き

早期
割引き

このマークの商品は、
11/30㈮までのご予
約で5％OFF

〈おかしさん〉
クリスマスケーキ
（直径約15㎝）

............3,980円

受付場所 1階＝特設コーナー
ご予約受付 12月14日（金）まで
お渡し 12月23日（日・祝）・
　　　 24日（月・振）

丸彦製菓
うまい煎
（8枚入）

..........199円
ミヤト製菓 
鬼平糖（290ｇ）・
錦糸堂 
和半生ミックス
（275ｇ）・
三祐食品 
ジャムサンド
（195ｇ）
（各1点）........299円
よりどり2点...499円


