
〒357-0025 飯能市栄町24番地4 042（973）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時
ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp飯能店

※入間店・日高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」●飯能店 次回店休日のご案内 6月7日（水）

5/24水

2017

6/18○　父の日 「ありがとう」記念日。日

2017 MARUHIRO

Father,sDay Gift Collection

まるひろ
父の日ギフトコレクション

◆6月18日（日）まで ◆5階＝紳士服・リビング

◆5月24日（水）～29日（月）〈最終日は午後4時閉場〉 ◆2階催場

婦人ファッション&雑貨バーゲン

いつまでも、素敵なお父さんでいてくださいね。

カットアンドソーン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円

チュニックブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

チュニックブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

チュニックブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円

・・・・・・・・・・・・・・5,400円

・・・・・・・・・・・・・・5,400円

婦人靴各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

カジュアルシューズ
（牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

人気の
〈わちふぃーるど〉の
雑貨を多数
取り揃えて、
期間限定で販売
いたします。かさ骨の素材に樹脂を使っているため

伸縮性・耐久性に優れています。

ランドセルアドバイザーが、
お子様に合ったランドセルをお選びいたします。

〈わちふぃーるど〉
特別販売会

有名メーカー
婦人服バーゲン

レイングッズ特集

◆6階＝丸善書店

◆5月24日（水）～30日（火）
◆3階＝婦人雑貨

◆5月24日（水）～30日（火）
◆4階＝エスカレータ脇特設コーナー

ランドセルご相談会
◆6月3日（土）・11日（日）・17日（土）
各日①午前11時から ②午後2時から

◆5階＝特設会場

◆10月10日（火）まで開催中 ◆5階＝子供雑貨

予告

2018年度 ランドセル早期販売会

期間中、通常価格から10％OFF

まるひろ
オリジナル

コンパクト扇子（夕暮オレンジ・江戸茶ウッドオレンジ・
夏日イエロー・新橋色ブルー・根岸色モスグリーン・
深川鼠ブルーグレー・相済茶ネイビー・江戸紫パープル／
全長：17.5cm／扇面：和紙、骨：竹、袋：綿）・・・・・・・4,320円

【紳士雑貨】

ポケットに入れやすい
コンパクトサイズの扇子シリーズです。
扇面は“江戸の色”を主題にした8色をご用意しています。

紳士ベルト
（黒・チョコ／全長：113cm・横3.3cm／
表：牛革、裏：牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円

〈エバーイオン〉ビニール傘・・・・・・2,052円

カットアンドソーン
各種

パンツ各種

【紳士雑貨】

姫路の老舗タンナー〈山陽〉から革を仕入れ、
草加市のベルト職人によって丁寧に作られた、
まるひろオリジナルベルトです。

【インテリア】

〈パンジー〉紳士スリッパ
（M・L／合成皮革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

【タオル】

やわらかでやさしい感触と、吸湿、吸水性、保温性、通気性を
バランスよく備えた、肌にとても心地よい素材です。
※マシュマロガーゼは日本アトピー協会の推薦品です。

汚れのつきにくい素材「セルト」を使用したメンズルーム
シューズの人気商品。しっとり質感が気持ちよく、足にぴったり
フィットする履き心地。

マシュマロガーゼ ストライプメンズパジャマ
（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

※一部除外品がございます。

※写真はイメージです。

※素材により染まり具合が異なります。料金は重量換算となります。
※詳しくは売場係員までお尋ねください。

◆5月24日（水）～6月6日（火）〈最終日は午後4時終了〉
◆5階＝紳士服特設コーナー

「クロフィネ」黒染めフェア

大正４年から続く黒染め一筋の〈京都紋付〉が長年培って
きた伝統技術により、今お持ちの衣類や布製のバッグなどを
真っ黒に染め替えて新たな色でお手元にお返しする
プロジェクト「クロフィネ」。
色あせや汚れも、真っ黒に染め替えればまだ着られます。
大切な一枚、捨てるにはまだ早い一枚を、
この機会にお持ちください。

絞り体験ができます！

Before After

▶

対象ブランド



※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5/265/24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

飯
能
店
次
回
店
休
日
の
ご
案
内

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
月
7
日（
水
）

数量限定

〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（1袋）........................99円

〈熊本県産〉肥後浪漫すいか
（1/8カット）...........................499円

〈カリフォルニア産〉ピュアスペクト
オレンジ（4個入・1袋）......399円

金澤兼六製菓 
巾着紀州南高梅 梅酒ゼリー
（4個入）...............................299円

〈ニュージーランド産〉ゴールド
キウイフルーツ（4個）...599円

豚肉 海鮮丼
（1パック）............................499円

〈埼玉県産〉きゅうり（3本）
〈チリ産〉銀鮭切身

（養殖/1切）

〈鹿児島県産他〉新じゃが芋（2個）

〈佐賀県産〉新玉ねぎ（2個）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）
〈熊本県産他〉活あさり

（100g当り）

国産若鶏もも肉（100g当り）

国産豚もも切り落し肉（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】揚げもち
（1本）

【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）

一正 さつま揚
（6枚・1袋）

5／24水限りのお買得

5／25木限りのお買得 5／26金限りのお買得

5／24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100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 2割引 冷凍食品

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 5割引

※一部商品を除く
※99円セールを除く

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

お1人様2点
先着300点限り

お1人様2点
先着100点限り

お1家族様1点
先着300点限り

お1人様6点
先着300点限り

お1人様6点
先着1200点限り

お1人様2点
先着200点限り

お1人様6点
先着300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

讃岐物産 讃岐そうめん・
讃岐ひやむぎ（250g・各1袋）

丸広 一等小麦粉100％使用パン粉
（230g・1袋）

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5点
先着200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5点
先着200点限り

〈群馬県赤城高原産〉産地直送
高原レタス（1個）..........129円

〈岩手県産〉南部どりもも
唐揚げ用（100g当り）....169円

〈ロシア産他〉紅鮭切身（甘口）
（3切）.................................490円

〈熊本県産〉グミニーミニトマト
（約300g・1パック）............299円

〈岩手県産〉南部どりサラダ
チキン（各1パック）........199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】からふとししゃも
フライ（10本・1パック）....299円

【デリカ味彩】かれいの唐揚げ
野菜あんかけ（1パック）280円

刺身盛合せ 4点盛
（1パック）...........................990円

〈愛知県産他〉トマト
（1個）...................................99円

国産豚ロースしゃぶしゃぶ用肉
（100g当り）.....................179円

〈北海道産〉真ほっけ開き
（1枚）..............................499円

〈ニュージーランド産〉ゼスプリキウイ
フルーツ（グリーン）（1個）...99円

サイボク豚バラ冷しゃぶ用
（100g当り）.....................199円

〈長崎県産他〉真あじ開き
（3枚）..............................499円

海鮮握り寿司
（8貫・1折）.........................850円

河村屋 
白うり浅漬
（2枚・1袋）

.....279円

金澤兼六製菓 
輪島塩水羊羹
（5個入）

...........299円
キッコーマン 削りたて
そうめんつゆ・ざるそばつゆ
（300㎖・各1本）....................179円

讃岐物産 
プレミアム
小豆島
手延素麺
（300g）

...............299円

日新製糖 
氷砂糖クリスタル
（1000g・1袋）

..................438円
サクラ印 純粋はちみつポリ
（700g・1本）.......................880円
宝 ホワイトタカラ
「果実酒の季節」35°パック
（1.8ℓ・1本）................1,380円

タカノフーズ おかめツインパック
豆腐（絹/木綿/200g×2・各1パック）79円

赤羽商店 瀬戸内産新海苔
（飛特級使用）（10枚×3・1袋）800円

【デリカ味彩】骨付きフライド
チキン（2本・1パック）......299円

はごろも 
シーチキン 
Lフレーク・
マイルド
（70g×4缶・
各1パック）

..399円

〈熊本県産他〉赤肉メロン
（1個）.................................599円

マルコメ 京懐石・丸の内タニタ食堂
の減塩味噌（650g・各1パック）299円

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

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。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。 26金25木

果実酒特集果実酒特集 初夏の味覚特集初夏の味覚特集

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

初夏の味覚特集

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。

【デリカ味彩】
昆布さば（薄醤油仕立て）
（1枚）........................299円

【鮮魚】刺身旬の盛合せ 
3点盛（1パック）....980円

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

父の日ご予約承ります父の日ご予約承ります父の日ご予約承ります

【なだ万厨房】「鼓」
（約14.5×20×高さ5.4㎝/1折）..........1,728円

5/26（金）限り 5/26（金）～28（日）限り 5/26（金）～28（日）限り

◆承り期間＝6月17日（土）まで
◆お渡し日＝6月18日（日）のみとなります

銘店コ－ナ－

【叙々苑】焼肉弁当
（約22.5×15.0×高さ5㎝/1折）

...........1,800円


