
10/28水

※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・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。※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。
※生鮮品は、店舗によりお取扱いが異なります。取扱い店舗＝【東信水産】入間店・東松山店・坂戸店・日高店、【魚力】飯能店・上尾店、【肉処せんや】入間店・坂戸店。

※飯能店・入間店・上尾店・坂戸店でもお取扱いしております。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。 
食料品 まるひろ各店共同企画 ●東松山店 ●日高店 各店食料品売場

12月14日（月）まで
12月24日（木）・25日（金）
〈午前10時30分～各店閉店30分前〉

クリスマスケーキの
電子カタログはコチラ 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

おせちの
電子カタログはコチラ

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※ご配送での承りは、12月18日（金）まで

ご予約

https://www.shop-maruhiro.jp検索丸広百貨店

早期ご予約で、通常の1ポイントに＋2ポイントをお付けします。

ご予約
12月20日（日）まで

12月31日（木）〈午前11時から午後5時〉お渡し

ご予約受付 ご予約受付
お渡し

◆11月30日（月）まで※早期割引とポイントサービスの併用は出来ません。

◆各店・各階＝名店・特設コーナー

※一部の商品は、上記日以外のお渡しが可能です。

クリスマスケーキ・おせちご予約承ります。

・・・6,100円＋税
〈ピエール マルコリーニ〉ノエル ドゥ 
ピエール 2020（直径約12cm）

・・・480円＋税

東松山店からのお知らせ 日高店からのお知らせ

オンライン
ショップは
コチラ

◀

まるひろオリジナルおせち早期ご予約割引
●10月３1日（土）までのご予約で

▲ ▲ ▲ ▲10%OFF

まるひろオンラインショップにてご予約承ります。

・・・・・・・・・・・・・・20,000円＋税

【まるひろ】
「彩」《いろどり》
おせち 和洋三段重
（28品目 約3～4人前／
21.8×21.8×5.6cm×3段）

　季節限定商品
　クリーミー
マジック
パンプキン
（1個）

2,500円＋税
　〈ディズニー〉プリンセス＆
ヴィランズコレクション（9個入）

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

120円+税

【デリカ味彩】
秩父名物 みそポテト
（100g当り）

298円+税

【東信水産】〈アメリカ産〉
銀だら切身（解凍／
100g当り）

牛肉・豚肉 すき焼き用・
うす切り肉各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 498円+税

〈国内産〉黒毛和牛
小間切れ
（100g当り）

・・・・・・・・・158円+税

〈群馬県産他〉
ほうれん草
（1袋） ・・・・48円+税

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88円+税

国産若鶏もも肉
（100g当り）

1,980円+税

堀商店 
岩船産コシヒカリ
（5kg）

・・・・・680円+税

【東信水産】〈マルタ産他〉
本まぐろ切落し（養殖／約90g・
1パック）

188円+税

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と
根菜の黒酢和え
（100g当り） 各350円+税

鎌倉ハム 熟成ロースハム
（70g）・熟成ももハム（75g）・
熟成ベーコン（90g）他各種
（1パック） ・・・・・・・・・398円+税

【デリカ味彩】
大粒カキフライ
（5個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

サトウ 切り餅パリッと
スリット（1kg）

・・・・・・・・398円+税

【東信水産】〈長崎県産〉
無添加あじ開き
（2枚） 480円+税

国産牛（交雑種）
もも・肩肉切り落し
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・1,080円+税

【東信水産】刺身6点
盛合せ（各3切・1パック）

パスコ 
超熟食パン（4枚・5枚・6枚・8枚／
各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

【デリカ味彩】
やわらか豚ヒレカツ
（6枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円+税

日清 カップヌードル
（醤油・シーフード・カレー／各1個）

JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円+税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

日本ハム シャウエッセン
（127g×2・１束）

・・・・・・・・・・・・・・・198円+税

サイボク〈国内産〉
ゴールデンポーク小間切れ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円+税

【東信寿司】
本まぐろ鉄火丼
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・500円+税

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（振り塩）（養殖・
解凍／3切）

30 31金29 木 土
11/1日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈茨城県産他〉
レタス
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈奈良県産他〉
種なし柿
（1個）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・158円+税

〈山形県産他〉
長ねぎ
（1袋）・・・158円+税

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

お1人様2点・各店先着100点限りお1人様5個・各店先着300個限り

・・・・・・・・・・・・98円+税

〈ニュージーランド産〉（ゼスプリ）
グリーンキウイフルーツ
（1個）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・498円+税

〈青森県産他〉
早生ふじ
（1袋）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・598円+税

〈熊本県産他〉
極早生みかん
（1袋）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・398円+税

〈山形県産〉洋梨
（ラ・フランス）（2個入・
1パック）

お1人様2点・各店先着100点限りお1人様2点・各店先着100点限り

198円+税

【デリカ味彩】
真いかリング唐揚げ
（100g当り）各1,118円+税

キリン 一番搾り・アサヒ 
スーパードライ（各350㎖×6缶・
1パック） 880円+税

【東信寿司】
握り寿司セット
（10貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

紀文 紀文の季節
（11種21品）

各1,468円+税

黒霧島25度パック
（芋焼酎）・いいちこ25度
パック（麦焼酎）（各1.8ℓ・
1本）

・・・・・・・・・・・・・・各398円+税

紀文 肉まん・
あんまん（各3個入）

・・・・・・・・・・・・98円+税

大塚食品 ボンカレー
ゴールド（甘口・辛口／
各1箱） ・・・・・・・・・・・・・・各138円+税

明治 ブルガリア
ヨーグルトLB81・
そのままおいしい
脂肪0（各400g）

各178円+税

キユーピー 
マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）・
デルモンテ 
リコピンリッチ
トマトケチャップ
（485g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・178円+税

西武酪農 
酪農3.6牛乳（1ℓ・1本）

オープニングスペシャルサービス98円+税 均一98円+税 均一
青
果

●〈埼玉県産他〉　
　きゅうり
　（2本）

お1人様4本・各店先着600本限り
お1人様2個・各店先着200個限り 先着50パック限り

先着30折限りお1人様2個・各店先着200個限り

●〈新潟県産〉
　まいたけ
　（1パック）

お1人様2点・各店先着200点限り

●〈北海道産〉
　男爵芋
　（3個）

お1人様6個・各店先着200個限り

●〈グアテマラ産他〉
　バナナ
　　（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

31日（土）・11月1日（日）2日間のお買得

・・・・2割引

※入間店ではお取扱いして
   おりません。
※入間店ではお取扱いして
   おりません。

・・・・・・・・・・・・・・350円＋税

　ニャめらか
プリン
（1個）

10％OFF

　ジャンボ
シュー
クリーム
（カスタード／1個）

10月30日（金）・31日（土）限り
◆1階＝名店コーナー

※ポイントサービスの対象外となります。

【銀座コージーコーナー】
おすすめ品

◆10月31日（土）まで◆1階＝銘店

【パステル】限定販売会


