
⬆まるひろ
ホームページは、
こちらから

まるひろ
日 高 店

2020

1/22水
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）

http://www.maruhiro.co.jp

●日高店 次回店休日のご案内 2月18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+税のお買物で1ポイント」

2020 maruhiro

エプロン・割烹着各種エプロン・割烹着各種

紳士ルームパンツ各種紳士ルームパンツ各種

※対象商品に限ります。※まるひろ
スターカード・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。

※写真はイメージです。

⬇売場では、
このスタンド
が目印です。

◆2月4日（火）まで ◆2階にて開催

◆2月14日（金）まで ◆1階=特設コーナー

バレンタイン チョコレート セレクション

更に更に

10%
OFF!

ませ。

お買上げで

対象商品

2点以上2点以上

全館冬の最終処分！
婦人洋品・婦人肌着・
婦人ナイティ

参加売場参加ブランド 参加売場参加ブランド2階 
婦人服

2階 
紳士服

2階 リビング

　　　　紳士洋品・紳士雑貨・
スポーツ・紳士肌着・紳士ナイティ

プラス プラス プラス

例えば例えば

・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税
バスタオル各種

【寝具】・・・・・・・・・・2,000円+税
エプロン・割烹着各種

【キッチン】・・・・・・・・・2,000円+税
キッチン用品各種

【キッチン】

オトクのファイナルチャンス！ 欲しいものまとめ買い！

2階 服飾雑貨 参加売場
ハンドバッグ・婦人雑貨・スタジオJ

参加売場
食器・家庭用品・寝具・インテリア・キッチン

参加ブランド
※一部除外品がございます。

10%OFF!
3,600円＋税お好きな

2点で 10%OFF!

合
計
で

・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円＋税
婦人帽子各種

【婦人雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円＋税
婦人手袋各種

【婦人雑貨】

プラス

例えば

10%OFF!
2,610円＋税お好きな

2点で

合
計
で

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円＋税
婦人肌着各種

【婦人肌着】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円＋税
婦人ナイティ各種

【婦人ナイティ】

プラス

例えば

10%OFF!
3,780円＋税お好きな

2点で

合
計
で

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円＋税
紳士ルームパンツ各種

【紳士肌着】

・・・・・・・・・・3,000円＋税
有名ブランド紳士ベルト
各種

【紳士雑貨】

プラス

例えば

10%OFF!
4,500円＋税お好きな

2点で

合
計
で

・・・・・・・・3,000円＋税
紳士トレーナー各種

【紳士洋品】

・・・・・・2,000円＋税
紳士シャツ各種

【紳士洋品】

プラス

例えば

10%OFF!
5,400円＋税お好きな

2点で

合
計
で

・・・・・・・・4,000円＋税
婦人コート各種

【婦人洋品】

・・・・・・2,000円＋税
婦人ニット各種

【婦人洋品】

2点
買うと 20%OFF!3点

買うと

ヤニック・シュヴォロー氏〈ゴディバ〉
チョコレート クロニクル スウィート ハート
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税

〈ゴディバ〉
Gキューブ 
アソートメント 
トランク缶
（10個入）
・・・・・・・・2,000円+税

〈ユーハイム × リサ・ラーソン〉
ルビープレッツェルクッキー
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円+税

〈ムーミン × メリーチョコレート〉
アソーテッドチョコレート（リビング）
（21個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税

〈レオン byモロゾフ〉
ピアリッジ
（16個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円+税

Ⓒ LISA LARSON

2BUY
SALE

まとめて、オトク！

C M Y K 20.1.22号/F/B4/4C-オモテ
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●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。

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。

●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） 水 日1/261/22

〈宮崎県産他〉きゅうり（2本）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈青森県産〉ごぼう（カット）（1袋）

〈グアテマラ産他〉デルモンテバナナ（1袋）

【デリカ味彩】北海道産コロッケ
各種（1個）........................80円+税

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1000㎖・1本）

298円+税 魚沼新潟物産 八海山酒粕
（500g・1袋）...................498円+税

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）...................................98円+税

〈チリ産〉銀鮭（甘口）
（養殖/1切）....................178円+税

お1人様4本、先着600本限り

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150点限り

先着合わせて100点限り

先着50点限り先着100点限り

先着50点限り

1／22水オープニングスペシャルプライス

冷凍食品
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

5割引
ハーゲンダッツ
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

3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

大塚食品 ボンカレーゴールド（甘口/中辛/180ｇ/各1個）

日清フーズ マ・マースパゲティ（1.4㎜/1.6㎜/300g・各1袋）

ルーミック ミートソース（69g・1箱）

真誠 いりゴマ煎りたて白（80g）・すりゴマ擂りたて
一番白（70g）（各1袋）

明治 十勝まろやかヨーグルト
（78g×4・1パック）

マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180g×3・1袋）

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

国産豚もも切り落し肉
（100g当り）....................98円+税

丼物各種
（鉄火丼/まぐろたたき丼
ちらし丼 他/各1パック）..500円+税

【デリカ味彩】中辛ビーフカレー
（1パック）..................280円+税

〈北海道産〉ホタテ貝柱
（刺身用/解凍/約200g入）880円+税

アサヒコ 昔あげ
（2枚・1袋）......................78円+税

にんべん フレッシュパックソフト
（4.5g×8袋・1パック）278円+税

午後4時から
のお買得

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。 ※数に限りがございます。

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

※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。※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。

先着60点限り

先着20点限り

各店先着48点限り 各店先着40点限り 各店先着48点限り 各店先着72点限り

各店お1人様2点、先着150点限り

先着50点限り先着60点限り

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

※数に限りがございます。
午後4時からのお買得

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

　ヤマサ
昆布ぽん酢
（500㎖・1本）

198円+税

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）.................158円+税

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）...........498円+税

〈ロシア・アメリカ産他〉生食用
たらこ（甘口）
（100g当り）.......298円+税

海鮮鍋物セット
（約２人前・1パック）798円+税

〈宮城県産他〉寒さわら切身
（2切）................580円+税

刺身６点盛 各３切
（1パック）..1,080円+税

お1人様2点、先着200点限り お1人様2点、先着100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

JA全農たまご ピュアテイスト
（10個・1パック）..188円+税

西武酪農 酪農3.6牛乳
（1000㎖・1本）...178円+税

握り寿司セット巻物入り
（1パック）..........880円+税

〈岩手県産〉南部どりもも水炊き・
唐揚げ用
（100g当り）......168円+税

【デリカ味彩】北海道産コマイ
フライ
（100g当り）........198円+税

〈秋田県産他〉サンふじ
（4個入・1袋）.....498円+税

森永製菓 甘酒
（1000㎖・1本）..298円+税

〈静岡県産〉樹熟採取青島
みかん（1袋）..598円+税

お1人様2点、先着100点限り

お1人様2点、先着100点限り

写真はイメージです写真はイメージです

〈熊本県産〉トマト
（1袋）................298円+税

〈鹿児島県産他〉
南瓜（100g当り）
....58円+税

【ねこねこ食パン】
ねこねこ食パン
（1本）.....................................600円+税

【京都祇園ボロニヤ】
デニッシュ食パン
プレーン（1.5斤）..............741円+税

【乃が美】「生」食パン
（2斤）......................................800円+税 【トミーズ】

あん食パン
（1.5斤）...................................750円+税

【高級美食パン専門店ＧａＬａ】
美食パン
「ＧａＬａブラン」（1斤）490円+税

日高店からのお知らせ飯能店からのお知らせ
食料品売場

お客様の健康と充実した生
活を楽しんでいただくために
身体にやさしいヘルシーな
食材をおすすめいたします。

まるひろ
『ヘルシー宣言』

こ
の
マ
ー
ク
が
目
印
で
す

堀商店 新潟県岩船産コシヒカリ
（5㎏・1袋）.1,980円+税

紀文 紀文の季節
（11種21品・1パック）598円+税

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6本（1ケース）限り

お1人様2点、先着200点限り

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）・
加藤美蜂園
てんさいオリゴ
（1000g）（各1本）

....798円+税

〈埼玉県産〉長ねぎ
（1袋）.................158円+税

小岩井 生乳100%ヨ－グルト
（プレーン/脂肪0/
400g・各1個）......188円+税

〈群馬県産〉やまと豚肩ロース
切り落し肉
（100g当り）........198円+税

【デリカ味彩】じゃが芋揚げ
（100g当り）.............88円+税

【デリカ味彩】いももち
（4個・1パック）....198円+税

【デリカ味彩】えびすかぼちゃ
コロッケ
（5個・1パック）...250円+税

国産牛豚合挽肉
（100g当り）.......178円+税

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引
〈群馬県産〉黒毛和牛

〈埼玉県産〉ほうれん草
（1束）.................158円+税

【神田明神下みやび】
明神太巻寿司
（直径約5㎝×長さ約18㎝）

................900円+税

【デリカ味彩】南部鶏のチキン
ナゲット
（8個・1パック）...250円+税

サイボク ポークウインナー
（1パック）..........420円+税

 飯能店〈北海道産他〉たこぶつ（生食用）
 日高店〈北海道産〉柳たこぶつ切り
（1パック）..........480円+税

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ
（7個・1パック）...380円+税

めばちまぐろ握り寿司中とろ・
赤身入り
（8貫・1パック）..880円+税

〈フィリピン産〉ゴールデンパイン
（ブロックカット）
（約500g入・1パック）398円+税

お1人様2点、先着200点限り

試食販売実施

数量限定98円+税 均一セール

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

26日
限り

23木
限り

24金
限り

25土
限り

恵方巻の
ご予約
承ります

 飯能店〈スペイン産他〉本まぐろ切落し（養殖）
 日高店〈スペイン産他〉本まぐろ切落し（天然）
（解凍/1パック）798円+税

※銘柄豚を除く

22㈬
限り

23㈭
限り

24㈮
限り

25㈯
限り

26㈰
限り

まるひろスターカード新規会員募集中！
●2/4（火）までにご入会のお客様に粗品プレゼント（数に限りがございます）
 ●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

初年度
年会費 無料！

おトク

33
カード提示で有料駐車場

2時間無料！
さ
ら
に

おトク

22
　 1,000円お買上げで
　 4時間無料

※一部除外店舗・売場がございます。

年間お買上げ総額に応じて
ポイント進呈率アップ！

・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
おトク

11
3%

5%
7%

10%

3%
5%

7%
10%

ポイント進呈
最大10％！

1月～12月のお買上げ合
計によって、 翌年のポイ
ント進呈率が変わります。

出張ドコモショップ
スマートフォンの操作についての

ご不明点や、
他社携帯との料金比較・相談等、

どのようなお客様でも
お気軽にお立ち寄りください。

日程　1/25（土）-26（日）
場所　3階
　　　プロモーションスペース

パン
ウィーク
各店＝1階特設コーナー

※午後1時30分から整理券をお配りします。
　飯能店＝1階正面玄関
　日高店＝1階南側入口

※数に限りがございます。
※交通状況により入荷が遅れる
　場合がございます。

◆期間：1/31（金）まで
◆お渡し日：2/3（月）
◆名店コーナー

お1人様2点、先着100点限り

午後2時から
の販売
午後2時から
の販売

新登場


