
※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下さい。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。

※飯能店のみの販売となります。※飯能店のみの販売となります。
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写真はイメージです 写真はイメージです

特別販売

特別提供品

NEWNEW

NEWNEW

東北本線 一ノ関駅 東北本線 一ノ関駅

新杵屋 
牛肉どまん中
（1個）..........1,250円

新杵屋
三味牛肉どまん中
（1個）..........1,350円

広島駅弁
夫婦あなごめし
（1個）..........1,150円

広島駅弁
広島カキ牛弁当
（1個）..........1,200円

おぎのや 峠の釡めし
（1個）...............1,080円

こばやし 網焼き牛たん 
弁当（加熱式）
（1個）..........1,050円

淡路屋
ひっぱりだこ飯
（1個）..........1,080円

源 
ますのすし（一重）
（1個）..........1,400円

あべちう　
平泉
（1個）..........1,400円

一文字屋
出雲招福ちらし
（1個）..........1,200円

あべちう　
あわびうに飯
（1個）..........1,250円

一文字屋 島根牛
すき焼き煮切り丼
（1個）..........1,200円

こばやし 黄金 うにと
数の子いくらがけ
（1個）..........1,350円

淡路屋 
春旬たけのこ御飯
（1個）..........1,000円

先着200点限り

30点限り 20点限り 15点限り

※各日午前11時から午後2時までの
　販売となります。

※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。
※駅弁は鮮度保持のため連日午後6時までの販売となります。（おぎのやは除く）
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

●駅弁は全てポイントサービスの対象外となります。
3/20（水）～24（日）
◆1階＝特設コーナー全国有名駅弁フェア全国有名駅弁フェア

飯能店より

シモンズベッド販売会

2台で40,000円お得
シングル························································120,000円
セミダブル···················································140,000円
シングル＋シングル································200,000円
シングル＋セミダブル···························220,000円
セミダブル＋セミダブル······················240,000円
シングル Ｗ98×Ｌ201×Ｈ85㎝　セミダブル Ｗ121×Ｌ201×Ｈ85㎝

引き出し付
2台で70,000円お得
シングル························································210,000円
セミダブル···················································230,000円
シングル＋シングル································350,000円
シングル＋セミダブル···························370,000円
セミダブル＋セミダブル······················390,000円
シングル Ｗ98×Ｌ207×Ｈ85㎝　セミダブル Ｗ121×Ｌ207×Ｈ85㎝

ムーミンバレーパークオープン協賛セール

北陸新幹線 富山駅 奥羽本線 米沢駅

山陰本線 松江駅 山陰本線 松江駅

3/20（水）～22（金）信越本線 横川駅
奥羽本線 米沢駅 山陽本線 広島駅 山陽本線 広島駅

東北新幹線 仙台駅 東北新幹線 仙台駅 山陽本線 西明石駅 山陽新幹線 新神戸駅

※ナイトテーブルは
　別売りです。

※写真は一例です。

3/20（水）・23（土）・24（日）

※日高店のみの販売となります。

※飯能店のみの販売となります。

本まぐろ中とろ入り握り寿司
セット（10貫・1折）........1,580円

刺身盛合せ 6点盛
（1パック）.................................................1,980円

婦人
カジュアルシャツ各種
.................................2,160円

婦人パーカー・
ジャケット各種
.................................1,620円

20点限り 20点限り

紳士
ポロシャツ各種
.................................2,160円

紳士
カジュアルシャツ各種
..............................2,160円

婦人長袖
プリントＴシャツ各種
.................................1,080円

30点限り

婦人
チュニック各種
.................................1,620円

本まぐろ中とろ入り刺身盛合せ 3点盛
（1パック）.................................................1,280円

【デリカ味彩】かき揚げ各種
（1枚）..............................................................130円
【デリカ味彩】天ぷら盛り合わせ
（1パック）........................................................698円

握り寿司 24貫セット
（24貫・1折）.....................2,380円

【たごさく】五目おこわ
（200g・1パック）......................432円

【デリカ味彩】オードブル
（1パック）........................1,500円

【デリカ味彩】野菜のうま煮
（1パック）...............................306円

〈熊本県産〉葉付き不知火
（5Lサイズ2個入・1パック）1,080円

おはぎ
（つぶ・こし・さくら）
（各1個）.......173円

おはぎ
（つぶ・こし・きなこ）
（各1個）.......184円

カステラ 0.6号
（1本）
............1,188円
カステラ 0.6号
（1本）
............1,188円

日高店・龜屋 日高店・福砂屋
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

21（木・祝）までの販売

21（木・祝）までの販売飯能店・本高砂屋 飯能店・菓匠 清閑院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

飯能店＝婦人服・紳士服各階　日高店＝2階

3/20（水）～25（月）
最終日は午後4時閉場
2階＝催場

崎陽軒
真空パックシウマイ
（15個入）........620円

おはぎ
（つぶ・こし・きなこ）
（各1個）.......184円

④③②①
薩摩切子 菊あごめ蒸水酒

①（青） 70,200円
②（赤） 75,600円

薩摩切子 菊あごめぐい呑み
③（青） 43,200円
④（赤） 48,600円

◆２階＝催場
◆期間：3月25日（月）まで
　　　　最終日は午後4時閉場

薩摩切子
販売
薩摩切子
販売

薩摩切子 水割りグラス
.....................21,600円

季節限定

同 時 開 催

雅車
（8個入）

...1,728円
雅車
（8個入）

...1,728円
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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。

●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。

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 水 金3/22食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店） 3/20

飯能店より

21木　限りのお買得 22金限りのお買得

20水オープニングスペシャルプライス
数量
限定

国産豚もも切り落し肉（100g当り）
国産若鶏もも肉（100g当り）
〈チリ産〉銀鮭切身（甘口）（養殖/1切）

〈熊本県産他〉活あさり（100g当り）
【デリカ味彩】ポテトフライ（ガーリック）（100g当り）

【デリカ味彩】肉団子（100g当り）

大塚食品 ボンカレ－ゴ－ルド
（甘口/中辛/180g・1箱）

味の素 コンソメ（7個・1箱）

ダノンヨーグルト（プレーン加糖/
ブルーベリー/いちご/75ｇ×4・各1パック）

日本ビーンズ 国産大豆の濃い
豆腐（200ｇ×2・1パック）

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〉グミニーミニトマト
（1パック）...............................299円

〈韓国・太平洋沖産〉まぐろ
ぶつ切り（1パック）............498円

国産牛（交雑種）もも・肩切り落し
肉（100g当り）........................459円

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

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈埼玉県産他〉小松菜（1袋）

〈メキシコ産〉輸入アスパラ（1束）

〈フィリピン産〉バナナ（1袋）

お1人様6本、先着1200本限り

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50点限り

お1人様2点、先着100点限り

先着合わせて100点限り

先着合わせて150点限り

先着100点限り

先着50点限り
先着10ｋｇ限り

お1人様5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2点、先着200点限り 先着10ｋｇ限り

99円均一セール99円均一セール

【デリカ味彩】ひとくちイカフライ
（100g当り）............................148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

〈沖縄県産〉南瓜
（100g当り）.............................79円

【デリカ味彩】三元豚のメンチ
カツ（4個・1パック）...........280円

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

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

〈岩手県産〉南部どり

刺身盛合せ 6点盛
（各3切・1パック）........1,080円

〈静岡県産他〉レタス
（1個）.................................159円

〈熊本県産〉糖度センサー選別
デコポン（2個入・1パック）399円

コサージュ各種
6,480円より

パノラマ兜ケース
（間口42×奥行33×高さ44㎝）...66,960円

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

【デリカ味彩】挽肉のキャベツ
包み蒸し（2個・1パック）..350円

〈群馬県産〉やまと豚笛木醤油 金笛 春夏秋冬の
だしの素（1000㎖・1本）699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
店頭表示価格（税抜）よりレジにて5割引

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

※一部商品を除く

299円
1個159円

299円
1個159円

108円
1点39円

880円

よりどり2パックよりどり3点

よりどり2個よりどり2個

よりどり2パック

1パック480円
1,080円

よりどり3枚

1枚398円
499円

299円 299円
1個159円

よりどり2個

299円299円

108円 880円 1,080円 499円
1パック280円

●丸美屋 とり釡めしの素（134g）
●丸美屋 五目釡めしの素（147g）
●丸美屋 とりごぼう釡めしの素（128g）

●〈北海道産〉じゃが芋
●〈北海道産〉玉ねぎ
●〈千葉県産他〉にんじん

●サイボク豚もも切り落し肉（240g）
●サイボク豚小間切れ肉（260g）
●国産若鶏もも唐揚げ用（410g）

●グリコ BifiXヨーグルト ほんのり甘い加糖・
　ほんのり甘い脂肪ゼロ（各375g）
●明治 スライスチーズ・とろけるスライスチーズ
　 （各7枚入）
●紀文 まろやか仕込み竹笛（4本入）
●紀文 マリーン（4本×3入）

干物
あじ・さんま・さば・ほっけ 他

●ひざつき製菓 城壁たまり味（8枚入）
●亀田製菓 ハッピーターン（108g）
●イトウ製菓 チョコチップクッキー（15枚）・
　バタークッキー（15枚）・バターサブレクッキー（18枚）

●えびすかぼちゃコロッケ（5個）
●チキンステーキ（照り焼き）
●エビフライ（小）（5本）

【デリカ味彩】【デリカ味彩】

3/20（水）～22（金）

五月人形
展示販売会

３月３１日（日）まで
のお買上げで、
10％OFF

■４月２５日（木）まで
■５階＝特設会場

　　　　　　　期間中、お買上げのお客様に「オ
ルゴール写真立て」を差しあげます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

期間中、資生堂対象商品をご購入で、ポイント10％還元いたします。
お得に春のキレイを手に入れるチャンスです。

プ レ ゼ ン ト

五月人形
展示販売会

※写真は一例です。
※売り切れの際はご容赦ください。

東京ソワール
コサージュ特集

よりどりセールよりどりセールよりどりセール

お1人様計6点、先着合わせて300点限り

（日）


