
⬆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

2019

1/16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19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」

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22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29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

4,860円

10%
OFF!合計でプラス

お好きな
2点で

5,832円

10%
OFF!合計で

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
婦人カジュアルコート各種

【婦人洋品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
婦人ニット各種

【婦人洋品】

プラス

お好きな
2点で

3,888円

10%
OFF!合計で

2,160円婦人ストール各種
【婦人雑貨】

・・・・・・・2,160円婦人手袋各種
【婦人雑貨】

例えば

例えば

プラス

プラスプラス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
紳士トレーナー各種

【紳士洋品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

紳士
長袖ポロシャツ各種

【紳士洋品】

例えば

例えば

&

2階・リビング 参加売場 食器・家庭用品・寝具・タオル・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

内側ふかふかであたたかく、やわらかい。
ゆったり履ける10分丈レギンスです。

【婦人靴下】 【婦人肌着】 【紳士肌着】

吸湿発熱素材を使用し、柔らかくあたたかな着心地です。

〈グンゼ〉紳士ホットマジック
ロングTシャツ・パンツ各種
（M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各972円

吸湿発熱素材のパットシーツ。
冷え性の方におすすめです。

【寝具】

〈東京西川〉
吸湿発熱パットシーツ
（100×205cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

肌ざわりが良く、綿毛布1枚分の
あたたかさを持つ掛けふとんカバーです。

【寝具】

〈東京西川〉
吸湿発熱掛け布団カバー
（150×210cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,059円

婦人裏毛布レギンス各種

　婦人カジュアルシューズ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
　婦人ブーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から

〈グンゼ〉婦人ホットマジック
インナー･トップス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,360円

〈東京西川〉羽毛ふとんバーゲン
◆1月16日（水）～22日（火）◆2階＝寝具

婦人シューズバーゲン
◆1月16日（水）～22日（火）

◆2階＝特設会場

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

2点
買うと 10%OFF! 3点

買うと 20%OFF!

・・・・・・・・・2,160円
キッチン用品各種

【家庭用品】 ・・・・・・・・・・2,160円
エプロン・割烹着各種

【エプロン】

※写真は
一例です。

・・・・・・・・・・・・・・・4,104円
毛布各種（ポリエステル
100％／140×200cm）

【寝具】

・・・・・・・・・・・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）

6,740円



※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1/181/16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

飯能店より 日高店より

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！

売場にて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

11
おトク

22

おトク

33
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。

※一部除外店舗・売場がございます。

【ロイスピエール】スーペリオア
ケーキ（1個）........................270円

【菓匠 清閑院】春よ恋早く恋
（7個入）............................1,782円

【銀座コージーコーナー】濃厚苺の
ミルクレープ（1個）.............486円

【ゴディバ】
ベルジアンフェイバリット
アソートメント
（9粒）......................................3,996円

【ゴディバ】
フェアリーケーク キープセイク
（4粒）......................................3,780円

【ゴディバ】
フェアリーケーク アソートメント
（6粒）......................................2,160円

【モロゾフ】ローズデローズ ディープブルー
（9個入）...........................................................864円

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

【メリーチョコレート　ザ スタイル】
アソーテッドチョコレート（15個入）1,296円

【メリーチョコレート　グレイシャス】
アマービレ（10個入）................................648円

【シェ・レカミエ】苺のクレープ
包み（1個）.............................420円

【龜屋】草餅
（1個）.......................................162円

【キーコーヒー】氷温モカブレンド・
トアルコトラジャ

17木限りのお買得 18金限りのお買得

1／16水オープニングスペシャルプライス
数量限定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 3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 豚肉

店頭表示価格（税抜）よりレジにて 2割引※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

〈埼玉県産他〉長ねぎ
（1袋）.................................159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

〈韓国・太平洋沖産他〉まぐろ
ぶつ切り（1パック）.......498円

【デリカ味彩】小えびと里芋の
揚げ団子（6個・1パック）350円

〈静岡県産他〉樹熟採取青島
みかん（1袋）.................599円

〈長野県産他〉ぶなしめじ
（約170g入・1袋）...............100円

【デリカ味彩】チキンステーキ
（照り焼き）（1パック）...280円

日清 カップヌードル
（しょうゆ・77g/シーフード・75g/
カレー・87g/各1個）...............129円

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

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

〈群馬県産〉やまと豚【デリカ味彩】えびすかぼちゃ
コロッケ（5個・1パック）..250円

【なだ万】 
こうふく恵方巻
（1本）......................1,404円

【日本橋玉ゐ】 
玉ゐの恵方巻
（1本）......................1,080円

【RF1】 野菜と愉しむ海老
とアボカドの福恵方巻
（1本）......................1,296円

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（600g・1本）......599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100点限り

お1人様2点、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100点限り お1人様2点、先着100点限り

恵方巻 ご予約承ります ■銘店コーナー

先着200点限り

写真はイメージです

〈チリ産他〉銀鮭西京味噌漬け
（2切）...................................................................398円【デリカ味彩】豚ヒレカツ

（5枚・1パック）......................................................399円

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

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

〈長野県産他〉えのき茸
（1袋）.......................................99円

「ゴディバ」期間限定販売

〈宮崎県産他〉きゅうり（2本）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈茨城県産他〉白菜（1/4カット）

〈埼玉県産他〉小松菜（1袋）

お1人様4本、先着400本限り

お1人様2点、先着100点限り
お1人様計3点、先着合わせて150点限り

先着合わせて200点限り

先着300点限り
先着各50点限り

先着120点限り

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

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）

ヒガシマル うどんスープ（48g・1箱）
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）

国産甘塩さば干物（1枚）
生食用さつまあげ各種（1枚）
国産豚もも切り落し肉（100g当り）※銘柄豚を除く
国産若鶏もも肉（100g当り）
【デリカ味彩】揚げもち（1本）
【デリカ味彩】フランクフルト各種（1本）

旬の

●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：飯能店＝6階友の会カウンター
　　　　　 日高店＝1階サービスカウンター

まるひろスターカード新規会員募集中！

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
特
集

◆
2
／
14（
木
）ま
で
　
飯
能
店
＝
2
階
特
設
会
場

 

日
高
店
＝
1
階
特
設
会
場

NEWNEW

2/14（木）
VALENTINE’S

DAY

20%増量

写真はイメージです


