
※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。

日高店より飯能店より
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店頭表示価格（税抜）より
レジにて 4割引

50円引

※一部商品を除く

ガトーフェスタハラダ
期間限定販売会

〈チリ産〉甘塩銀鮭切身（養殖/1切）

〈宮城県産他〉きざみめかぶ（100g当り）
国産豚もも切り落し（100g当り）
〈岩手県産〉南部どりささみ肉（解凍/100g当り）
【デリカ味彩】埼玉県産メンチカツ（1個）

【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）

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

冷凍食品

S&B とろけるシチュー クリーム・
ビーフ（160g・1箱）

テ－ブルランド なめ茸（120g・1本）
楽陽 レギュラーポーク焼売
（12個・1箱）
ＱＢＢ ベビーチーズ（スモーク/
カルシウム/クリーム/チーズで鉄分/
アーモンド入り/ブラックペッパー入り/
モッツァレラ/カマンベール入り/
60g・各1個）

産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5㎏・１袋） 　 

1,980円

お1人様5点、先着300点限り

先着180点限り

先着合わせて100点限り

先着10㎏限り 各日お1人様2点、先着100点限り

1/19土オープニングスペシャルプライス
99円均一セール99円均一セール数量

限定

ハーゲンダッツ

〈スペイン産他〉天然
本まぐろ中とろ刺身
（7切・1パック）.....980円

〈茨城県産他〉白菜（1/4カット）
　

〈埼玉県産他〉小松菜（1袋）
　

〈青森県産〉国産にんにく（1個）
　

〈新潟県産〉エリンギ（1パック）

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

お1人様2点、先着100点限り

本まぐろ中とろ入り
握り寿司
（10貫・1折）1,280円

牛肉

サイボク 
ポークウインナー
（1パック）............450円

霧島酒造 黒霧島25°パック
（1.8ℓ・1本）..1,578円

〈静岡県産他〉樹熟採取青島
みかん（1袋）.....599円

【デリカ味彩】
焼き餃子各種
（10個・1パック）...499円

お1人様2点、先着100点限り

JA全農たまご
ピュアテイスト
（10個・1パック）...179円

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）..................179円

【デリカ味彩】豆腐の
ひき肉包み揚げ
（6切・1パック）.....238円

お1人様2点、先着100点限り

先着200点限り

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

1/19㈯・20㈰限り

苺大福
（1個）........................303円

やまぶき弁当
（1折）........................756円

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

オレンジロールケーキ
（1本）
..................756円

ロールケーキ 苺
（1本）
..................756円

オレンジロング
（1本）
..........1,296円

【ゴディバ】
ベルジアンフェイバリット
アソートメント
（6粒）..........................................2,808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
セレクション
（6粒）............................................3,240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

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

担々麺

※19（土）・20（日）限定

「ゴディバ」期間限定販売
通常価格より

【モロゾフ】
ローズデローズ 
ディープブルー（9個入）......864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

北京飯店

龜屋

たごさく

和幸

新宿高野期間限定販売新宿高野期間限定販売

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

グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレ－ト/
簡易大袋（10枚入）..............................................864円

グーテ・デ・ロワ プレミアム/簡易箱
（5枚入）.......................................................................702円

グーテ・デ・ロワ/簡易大袋
（2枚入×13袋・26枚）..................................................972円

パティスリークリエーション

■1/22（火）まで　■1階＝特設コーナー

■1/23（水）まで　■1階＝特設コーナー ※数に限りがございます。
　

2019

1/19  ㊏
1/19 22

土 火
※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。

1/19□土限り
まるひろMクラブカードは、「100円（税抜）のお買物で1ポイント」1月19日（土）は「100円（税抜）のお買物で通常の1ポイントに、プラス2ポイント」



※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。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

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。

恵方巻 ご予約承ります まるひろスターカード新規会員募集中！

写真はイメージです

お1人様0点
先着000点限り

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）...129円

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

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

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 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
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

お1人様5点、先着100点限り

先着20点限り

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写真はイメージです

写真はイメージです

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

〈長崎県産〉新じゃが芋
（1袋）..........................................................159円

サイボク豚ロース
しゃぶしゃぶ用（100g当り）...................399円

サイボク豚バラ
しゃぶしゃぶ用（100g当り）...................319円

サイボク豚ロース
しゃぶしゃぶ用（100g当り）...................399円

サイボク豚バラ
しゃぶしゃぶ用（100g当り）...................319円

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

〈秋田県産〉糖度センサー選別
サンふじ（4個入・1袋）............................499円
〈秋田県産〉糖度センサー選別
サンふじ（4個入・1袋）............................499円

〈長崎県産〉新じゃが芋
（1袋）..........................................................159円

（国内産）黒毛和牛

〈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】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）.280円

天然本まぐろ中とろ入り刺身
3点盛（各5切・1パック）.......................1,980円
天然本まぐろ中とろ入り刺身
3点盛（各5切・1パック）.......................1,980円

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

しじみちゃん本舗 
しじみみそ汁（8食・1袋）...............1,290円

【デリカ味彩】厚切りハムカツ
（4切）............................................................280円

キッコーマン飲料 調製豆乳・無調整
豆乳（1000㎖・各1本）....189円

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引〈フィリピン産〉市場の活力

バナナ（1袋）................159円
握り寿司
（12貫・1折）.............1,080円

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

紀文 紀文の季節
（12種22品・1パック）........559円

でん六 小袋ミックスナッツ
（145g・1袋）.....................259円

マルちゃん 赤いきつねうどん
（96g）・緑のたぬき天そば（101g）
（各1個）..........................108円

〈熊本県産〉トマト
（1袋）...............................399円

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

サイボク豚もも切り落し肉
（100g当り）......................199円

海鮮鍋物セット
（約2人前・1パック）..........880円

海鮮丼
（1折）............................498円

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）199円

【デリカ味彩】さば味噌煮
（骨なし）（1パック）...250円

にんべん フレッシュパックソフト
（4.5g×8袋・1パック）....299円

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（1個）............................150円

【デリカ味彩】国産牛肉と3種
野菜のビーフシチュー
コロッケ（5個・1パック）280円

国産豚ロース生姜焼き用
（100g当り）...................169円

〈青森県産〉ごぼう
（1袋）............................100円

〈神奈川県産他〉大根
（1本）............................159円

〈長崎県産他〉真あじ開き
（3枚）............................380円

国産豚ロースみそ漬
（1パック）......................399円

【デリカ味彩】ロースカツ重
（1パック）......................350円

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）.................................99円

【デリカ味彩】からふとししゃも
フライ（100g当り）......168円

魚沼新潟物産 八海山酒粕
（500g・1袋）..................499円

永谷園 生みそ汁 あさげ
徳用・ゆうげ徳用
（10食・各1袋）..............199円

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

〈長野県産〉市田柿
（1パック）.........................599円

サイボク豚小間切れ肉
（100g当り）......................179円

〈長崎県産他〉寒さわら切身
（2切）...............................580円

ヤクルト ヤクルト10本パック
（65㎖×10本・1パック）....378円

写真はイメージです写真はイメージです

サクラ印 
純粋はちみつ
ポリ（700g）・
はちみつ
ブルーベリー
（650g）
（各1本）

.....699円

■銘店コーナー

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

タカノフーズ おかめツイン
パック豆腐（木綿/絹/200g×2・
各1パック）............................79円

マルコメ 京懐石・丸の内タニタ
食堂の減塩みそ
（650g・各1個）.................299円

サンデー
こだわり
セレクション

サンデー
こだわり
セレクション

1/20㊐1/20㊐
日曜日限定

●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

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

NEWNEW

食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店）

※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。●食料品売場●食料品売り出し期間 土 火1/22

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

21
月
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

20
日
限
り
の
お
買
得

朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

22
火
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

1/19


