
まるひろ
日 高 店 営業時間

日高店
日高市高麗川3-1-1

042-984-1111（代表）

1F 午前10時～午後7時30分
2F 午前10時～午後7時

4/26水

2017

※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。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。

●日高店 次回店休日のご案内 5月9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（税抜）のお買物で1ポイント」

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」4月26日（水）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」

まるひろMクラブカード会員様

食料品
※ポイントは本体価格で計算させて
　いただきます。
※一部除外品もございます。
※他の割引ご優待との併用はでき
　ません。
※詳しくは係員におたずねください。 

ポイントフェア4/26□水限り

食料品ベストセレクション◆4月26日（水）～30日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆1階＝食料品

〈ユーハイム〉鯉のアップルパイ
（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

にんべん フレッシュパックソフト
（4ｇ×10パック）・・・・・・・・・・・・・・・299円

後文 稲庭手造りうどんかんざし
（300ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【たごさく】あかつき弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円

〈レカミエ〉端午の節句
デコレーション（1台）1,300円

笛木醤油 春夏秋冬のだしの素
（1000㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

ミツカン 純米料理酒
（1000㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【和幸】黒豚ロースかつ
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

〈龜屋〉柏餅
（つぶ・こし・みそ／各1個）173円

〈麻布十番・天のや〉たまごサンド
（12個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,181円

〈文明堂〉母の日カステラ
（特1号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

〈レカミエ〉母の日
デコレーション（1台）1,300円

マルハ さば水煮月花・さばみそ煮
月花（各200ｇ×2）・・・・・・・・各399円

明治 スライスチーズ・とろける
スライス（各7枚入）・・・各179円

【デリカ味彩】天重＆うどんセット
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円

徳用菓子各種（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

・・・・279円

アサヒコ 昔あげ
（2枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89円

【龜屋】小江戸の心
（抹茶／4個入）・・・・・・・・・・・・・・432円

亀田製菓 柿の種フレッシュ
パック（6袋入）・・・・・・・・・・・・・・179円

丸広 寄せ豆腐・枝豆寄せ豆腐
（各250ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各159円

【シェ・レカミエ】
小さなモンブラン・小さなブラウン
モンブラン（各1個）・・・・・各324円

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶）・・・・・・・・・・・1,098円

黄桜 辛口一献・呑
（各2ℓ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各880円

【キーコーヒー】
トアルコトラジャ・トラジャロイヤル・
トラジャマイルド・トラジャフレンチ
豆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％増量

よりどり2点

※写真はイメージです。

※写真は
一例です。

こどもの日ご予約承ります。◆承り期間：5/3（水・祝）まで ◆お渡し日：5/5（金・こどもの日） ◆1階＝名店※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。 母の日ご予約承ります。◆承り期間：5/7（日）まで ◆お渡し日：5/14（日・母の日） ◆1階＝名店※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

先着30点限り

婦人帽子・晴雨兼用傘・
ストール各種
飯能店：各50点限り／日高店：各30点限り

【婦人雑貨】

婦人ポロシャツ各種

【婦人服】

紳士帽子各種
各店30点限り

【紳士雑貨】

婦人七分袖シャツ各種

【婦人服】

カフェカーテン各種（2枚1組）
各店10点限り

【インテリア】

1,080円
均一

2,160円
均一

※写真は一例です。 ※写真は一例です。※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※数に限りがございます。※数に限りがございます。

※数に限りがございます。※数に限りがございます。

※数に限りがございます。

※数に限りがございます。

婦人2wayバッグ各種

【ハンドバッグ】

【婦人服】

紳士半袖シャツ各種
各店30点限り

【紳士服】

婦人ニット各種婦人カットアンドソーン
各種

【婦人服】

クッション各種（各2枚1組）

【インテリア】

大均一祭 ◆各店・各階にて開催264
水 25

火
ゴールデンウィークゴールデンウィーク飯能店・日高店 共同企画

GOOD PRICE GOOD PRICE

“いいコト”いっぱい！



※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。※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。●食料品売り出し期間 水 金4/284/26食料品 まるひろ2店共同企画

（実施店舗：飯能店・日高店）

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

数量限定

〈栃木県産他〉にら
（1袋）.......................................99円

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）............................399円

豚肉 〈青森県産他〉ベビーほたて貝
（養殖/200g）.....................499円

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

冷凍食品

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）
〈北海道産他〉秋鮭切身（甘口）

（1切）

〈茨城県産〉ピーマン（1袋）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（1袋）

さつまあげ各種
（あじごぼう/いわし/じゃこ/はも/各1枚）

国産豚もも切り落し肉（100g当り）

国産若鶏もも肉（100g当り）

ＪＡ全農たまご 朱のしずく
赤玉小玉ミックス（10個・1パック）

【デリカ味彩】フランクフルト（1本）

【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）

和歌山産業 ジュレココ
（みかん/ピーチ/キウイ/マンゴー/155g・各1個）

4／26水限りのお買得

4／27木限りのお買得 4／28金限りのお買得

4／26水オープニングサービス

先着300点限り

先着100点限り

先着100点限り

先着300点限り

99円均一セール99円均一セール

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 2割引 ※一部商品を除く

写真はイメージです写真はイメージです

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家族様1点
先着300点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様4点
先着1000点限り

お1人様2点
先着300点限り

お1人様2点
先着200点限り

※銘柄豚を除く※銘柄豚を除く

写真はイメージです写真はイメージです

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）

Ｓ&Ｂ 本生 本わさび（43g）・
生しょうが（40g）（各1本）

お1人様5点
先着300点限り

お1人様1点
先着100点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様1点
先着100点限り

お1人様2点
先着200点限り

〈熊本県産〉グミニィミニトマト
（約300g・1パック）.....299円

【デリカ味彩】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）280円

国産豚ロース生姜焼き用肉
（100g当り）...............179円

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）..........179円

〈ロシア産他〉紅鮭切身
（甘口）（3切）........590円

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

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（1個）........159円

【デリカ味彩】タルタル風味
の一口まぐろカツ
（10個・1パック）.........299円

〈千葉県産他〉キャベツ
（1個）........................199円

ヤクルト ヤクルト10本パック
（65㎖×10・1パック）..,378円

刺身盛合せ ２点盛
（1パック）..................890円

明治 北海道十勝スライスチーズ・
とろけるスライスチーズ
（7枚・各1個）..............179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

日本ハム シャウエッセン
（127g×2・1束）.........399円

〈鹿児島県産他〉新じゃが芋
（1袋）......................199円

サイボク豚 ロースうす切り肉
（100g当り）.............339円

〈茨城県産他〉釡揚げしらす
干し（100g当り）.....238円

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）......................199円

国産豚ロース味噌漬け・
塩麹漬け
（240g・1パック）.......399円

〈ノルウェー産〉塩さば
フィーレ（3枚）...480円

雪印 ６Ｐチーズ
（108g・1個）..............199円

カップ印 白砂糖
（1㎏・1袋）.......................99円

【デリカ味彩】ふっくら真あじの
大葉フライ（8個・1パック）280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

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
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28金朝市朝市 午前10時～正午12時までのお買得
※数に限りがございます。27木 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。

先着50点限り

お1人様5点
先着200点限り

お1人様1点
先着100点限り

【デリカ味彩】いわし磯辺
フライ（6個・1パック）280円

みまつ 生餃子
（9個・1パック）.............99円

タカノ 絹美人
（150ｇ×3・1パック）......99円

〈カリフォルニア産〉ミネオラ
オレンジ（大玉1個）....99円

ブラウスアンサンブル（ポリエステル65％・綿35％）............5,400円

サントリー プレミアム
モルツ（350㎖×6缶・1パック）
.........................1,298円

【デリカ味彩】厚切りハム
カツ（1枚）..............140円

旬の盛合せ 3点盛
（1パック）.................980円

サイボク豚 バラうす切り肉
（100g当り）............199円

【デリカ味彩】カレイ唐揚げ野菜
あんかけ（1パック）....280円

4/28㈮限定品

百貨店でプレミアムな
週末を。
月末の金曜午後は、軽
く飲んだり、お買物をし

たり。自分スタイルで、ゆったり気
分を楽しみませんか。

5月７日（日）まで好評開催中
飯能店＝5階子供服　日高店＝2階子供服

飯能店＝4階婦人服
日高店＝2階婦人服

◆5/13（土）まで
◆場所＝名店コーナー

ミキハウスのＴシャツで
この夏をハッピーにすごそう！
期間中ミキハウスにて21,600円以上をお買上げのお客様に「クーラー
バック」を差しあげます。（プレゼントは数に限りがございます。）

5/2（火）までに婦人服で母の日ギフト
3,240円以上をお買上げのお客様に、
ノベルティを差しあげます。
※数に限りがございます。

※写真はイメージです

先着50点限り 先着100点限り

飯
能
店
か
ら
の
お
知
ら
せ

『ジェラートピケ』

ブランドコンセプトは“大人
のデザート”。着心地にこ
だわり、着る人それぞれの
ライフスタイルに喜ばれる
アイテムを“デザート価格”
で実現したＮｅｗルームウ
エアコレクションです。

期間限定ブランド

4/26㈬～5/2㈫
3階特設会場

パーラービーズ
を作ろう
パーラービーズ
を作ろう
パーラービーズ
を作ろう
パーラービーズ
を作ろう

親子でできるイベント

母の日
ギフト特集

◆5階＝玩具売場
◆518円から
◆5階＝玩具売場
◆518円から

母の日ご予約承ります母の日ご予約承ります

【なだ万厨房】母の日御膳
（約10.5×19.2×高さ5.1㎝/ 2段・1折）

...........................2,700円
【なだ万厨房】「鼓」
（約14.5×20×高さ5.4㎝/ 1段・1折）

.........................1,728円

お1人様2点限り

お1人様2点、先着合わせて200点限り

お1人様2点、先着合わせて200点限り

※99円セールを除く

4/29（土・祝）・30（日）

お1人様
合わせて2点限り

母の日ギフト早期お買上げ特典




