
⬆まるひろ
ホームページは、
こちらから

まるひろ
日 高 店

2021

1/13水
営業時間： 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

新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や臨時休業をする場合がございます。

【新宿高野】期間限定販売会 　　1/15金はいちごの日

苺ショート
（1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円+税

フルーツロール いちご
（1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円+税 ごろごろ苺のレアチーズケーキ（1台）・・・・・2,200円+税

いちごシフォンクリーム
（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円+税

いちごロールケーキ
（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円+税

スポンジ、レアチーズの層に苺のババロアと丸ごと苺を飾り
ベリーソースで仕上げました。

閉店売りつくしSALE ◆2階にて開催中

服飾雑貨紳士服

婦人コート各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～20％OFF
婦人ニット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50～20％OFF
婦人パンツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50～20％OFF
婦人肌着・ナイティ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～20％OFF

紳士アウター各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～20％OFF
紳士セーター各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50～20％OFF
紳士パンツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～20％OFF
紳士肌着・ナイティ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～20％OFF

婦人バッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50～30％OFF
婦人帽子各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50～30％OFF
婦人傘各種・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFF
婦人マフラー・ストール各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFF
婦人手袋各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50～30％OFF

リビング

寝具用品各種・・・・・・・・・・・30％OFF
タオル各種・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFF
ファブリック各種・・・・・・・・30％OFF
キッチン用品各種

食器各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30～20％OFF
・・・・・・・30～20％OFF

婦人服

第2弾
※一部割引対象外商品もございます。

◆1月13日（水）～19日（火）
◆1階=特設コーナー

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 ※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・545円+税真昆布だし（300㎖）

【山丁長谷川商店】
いか塩辛（105g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円+税

食料品お買得

◆1月16日（土）～19日（火） ◆1階=特設コーナー

ギフト処分市

&

※ポイントサービスの対象外
となります。
※処分品の為、返品・交換は
ご容赦くださいませ。
※数に限りがございます。
なくなり次第終了いたします。
※商品はご自宅使用限定と
させていただきます。
※ご進物としてのご注文は
承りできません。
（のし掛、包装などのご依頼
はご遠慮ください）

※写真はイメージです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円＋税あおさ（10g・3袋）

・・・・・・・・・・・・・・・1,000円＋税
【新鮮な海の市場】
ちりめん（60g・2袋）

◆1月13日（水）～18日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　◆1階＝特設コーナー

日高店では ①「まるひろ友の会」のご入退会・お積み立て・満期交換、②「まるひろMクラブ」のご入退会、
③「商品券他金券類」の販売も2月14日（日）までとさせていただきますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

ファミリーまるひろ日高店 営業終了のお知らせ
日頃より、丸広百貨店をご利用くださいまして誠にありがとうございます。

このたび、ファミリーまるひろ日高店は2021年2月14日（日）をもちまして、営業を終了することとなりました。
これまで賜りましたご愛顧に、心からの感謝を申し上げます。

友の会お積立てカード、Mクラブカード、スターカードは近隣の川越店・飯能店・入間店・坂戸店にてご利用いただけます。
今後のご利用をお待ちいたしております。

ギフト商品を、
多少の傷、難あり商品の為処分価格、

メーカー希望小売価格の50%OFFにて、
特別提供いたします！



1/13水

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

・・248円+税

プリマハム 鍋三昧 国産
若鶏使用生つみれ各種
（1パック）

580円+税

【東信水産】
〈香川県産他〉ぶり切身
（養殖／2切） 398円+税

【魚力】〈広島県産他〉
生かき（加熱用）
（100g当り） ・・1,390円+税

【魚力海鮮寿司】
生本まぐろ尽くし
（1折）

・・・・58円+税

〈宮崎県産〉
かぼちゃ
（100g当り） ・・・158円+税

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

198円+税

【魚力】〈ベトナム産他〉
むきえび（養殖・解凍／
100g当り）

・・・・・・・・・・・1,980円+税

産地精米 
新潟しらゆき米（5kg）

680円+税

【東信水産】〈スペイン産他〉
本まぐろ切落し（解凍／
約90g・1パック）

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 ・・全品2割引

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛 店頭表示
価格（税抜）より
レジにて

〈国内産〉黒毛和牛特上
切り落し（ロース・肩ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・各398円+税

はごろも シーチキン
Lフレーク・マイルド
（各70g×4缶）

・・・・・・・・480円+税

【東信水産】〈宮城県産〉
金華さば干物（甘口）
（1枚） ・・1,390円+税

【魚力】刺身盛合せ
4点盛（中とろ入）
（1舟） ・・・・1,500円+税

【東信寿司】本まぐろ中とろ入
握り寿司セット（10貫・
1折）

ヤマザキ
ロイヤルブレッド（6枚・8枚／
各1袋）

・・・・・・・・各958円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138円+税

黄桜 呑パック・
辛口一献パック
（各2ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

エースコック スーパーカップ
（醤油・熟成味噌／各1個）

雪印メグミルク ナチュレ恵
（プレーン・脂肪0／各400g）・ナチュレ恵
フルーツヨーグルト各種
（75g×4）・・・・・・・・・・・・・・・498円+税 ・・・・・・・・・・・・・・各128円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ
（100g当り）

〈岩手県産〉南部どり
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・198円+税

【魚力】〈アメリカ産他〉
真たら（甘口・昆布仕込み）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・480円+税

【東信水産】〈国内産〉
ちりめんじゃこ
（100g当り）
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食料品 まるひろ各店共同企画 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 ●日高店 各店食料品売場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈グアテマラ産他〉
バナナ
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円+税

【デリカ味彩】
カニ入りクリームコロッケ
（5個）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・298円+税

〈熊本県産他〉
ミニトマト
（1パック）・・・・・・・・・158円+税

〈埼玉県産〉
長ねぎ
（1袋）

お1人様2点・各店先着200点限りお1人様2点・各店先着100点限り

・・・598円+税

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

〈秋田県産他〉
サンふじ（4個入・1袋）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・598円+税

〈長野県産〉
市田柿（約160g入・
1パック）

お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・598円+税

〈静岡県産〉
（樹熟採取）みかん
（1袋）

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

228円+税

【肉処せんや】〈国内産〉豚ロース肉
うす切り・切り落し・切り身・
しゃぶしゃぶ用各種
（100g当り）・・・・58円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
若どりムネ肉
（100g当り） 148円+税

〈群馬県産〉やまと豚
もも肉切り落し
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・各398円+税

紀文 肉まん・あんまん
（各3個入）

・・全品2割引880円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
平田牧場三元もち豚
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

・・・・・・・・・・各188円+税

キリン トロピカーナ
まるごと果実感各種
（900㎖・1本）・
キッコーマン飲料
調製豆乳・おいしい
無調整豆乳
（各1ℓ・1本）

・・・・・・398円+税

かどや 
金印純正ごま油
（300g）99円+税

大塚食品 ボンカレー
ゴールド（甘口・中辛／
各180g・1個） 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青
果

●〈宮崎県産〉
   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点・各店先着200点限り●〈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

●〈長野県産〉
　えのき茸
　（1袋）

お1人様2点・各店先着200点限り

●〈青森県産〉
　ごぼう（カット）
　　（1袋）
お1人様2点・各店先着100点限り

※入間店・東松山店・坂戸店・
日高店でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店・
日高店でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店・日高店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店・日高店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店でのお取扱い
となります。
※入間店・坂戸店でのお取扱い
となります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※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。

※飯能店・上尾店でのお取扱い
となります。
※飯能店・上尾店でのお取扱い
となります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・5割引

冷凍食品（一部商品を除く）
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

お1人様6点限り

◆1月13日（水）～17日（日） ◆各店・各階＝名店・特設コーナー 各日午後6時までの販売　
※ポイントサービスの対象外となります。※交通事情、天候の都合により入荷が遅れる場合もございます。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。駅弁フェア このマークのお弁当は、加熱式容器を採用

しています。容器に付いたヒモを引くだけで、
いつでもどこでも、あつあつのお弁当が楽しめます。つ

あ
つ
あ

・・・・1,019円+税

【おぎのや】
峠の釜めし
（1個）

信越本線・横川駅

山陽本線・西明石駅 山陽本線・広島駅 東海道本線・名古屋駅

北海道新幹線・新函館北斗駅
北陸本線・福井駅

奥羽本線・米沢駅 東北新幹線・仙台駅

※各日午前11時から午後2時までの販売となります。 ・・・・・・1,018円+税

網焼き
牛たん弁当
（1個）

・・・・・・1,203円+税

夫婦あなごめし
（1個）

・・・・・・1,481円+税

ひつまぶし弁当
（1個）

・・・・・・1,000円+税

ひっぱりだこ飯
（1個）

・・・・・・1,158円+税

【新杵屋】
牛肉どまん中
（1個）

1月13日水～17日●日

1月13日水～15日金

1月16日土・17日●日

東北新幹線・八戸駅

JR関西線・名古屋駅

北陸新幹線・富山駅

・・・・・・1,388円+税

ますのすし一重
（1個）

・・・・・・・・・・・・600円+税

大えび天むす
（1個）

北海道・新千歳空港

・・・・・・・・・1,000円+税

北海道グルメ豚丼
（1個） ・・・・・・1,203円+税

越前かにめし
（1個）

・・・・・・1,203円+税

北の空
ローストビーフと
焼肉弁当（1個）

・・・・・・1,277円+税

特製 八戸
小唄寿司（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全品2割引

・・・・・2割引

各店先着30折限り

他にも多数取り揃えております。

つ
あ
つ
あ

※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。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。


