
※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下さい。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。
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健康測定&特別販売会健康測定&特別販売会健康測定&特別販売会
■9/20（水）～25（月） 
　 （最終日午後4時閉場）
■2階＝催場

バランスの
とれた足 浮き指 ハイアーチ 扁平足 歪曲足

健康な体は正しい姿勢
から！「第２の心臓」と言
われる足から体全体の
バランスを整えます。
アーチサポートはオーダ
ーメードとなっております。
人の足は個人個人違い
ます。アーチサポートは
それぞれの足の形とサ
イズを計測した商品を
提供いたします。

■9/20（水）～25（月）（最終日午後5時閉場）

画像の商品は
5,400円

※9/20（水）～24（日）の販売　※1階特設コーナー　※数に限りがございます。

【田吾作】赤飯
（1人前）........................................................450円

【デリカ味彩】
天ぷら盛合せ
（1パック）

........698円

【本高砂屋】おはぎ（つぶ・こし・きなこ）
（各1個）.........................................184円

ギューットモミモミ.............................108,000円

LOFEアーチサポート...105,840円

ロシオ..........13,824円

【龜屋】おはぎ
（つぶ/こし各1個入・1パック）........346円

【ラゼ】
エアリーマーメイド
ブラ
...............8,748円
（※D~Fカップ9,288円）

【コスメデコルテ】
AQオイルインフュージョン
［40㎖（約333回分）］ ............................10,800円
AQローション［200㎖］ ...............10,800円
AQエマルジョン［200㎖］ ..........10,800円

【ミズノ】ゆらゆらクッション......5,940円

【ミズノ】
腰部骨盤ベルト 
ノーマルタイプ
（補助ベルト付）
.......6,372円

イオンドクター®
..........................................................13,608円

【ラゼ】ショーツ
（M・L）

...............3,996円

【デリカ味彩】
かき揚げ各種
（1枚）

........130円

【デリカ味彩】
野菜のうま煮
（1パック）

........306円
【デリカ味彩】
煮しめセット
（1パック）

........798円

【福砂屋】
カステラ
（0.6号・1本）

...1,188円

【デリカ味彩】オードブル
（1パック）...............................................1,500円

〈山形県産他〉アールスメロン
（1個）....................................................2,160円

【魚力】〈ノルウェー産他〉
アトランティックサーモン刺身用柵
（養殖/100g当り）..........................398円

【魚力】刺身盛合せ 6点盛
（1パック）...............................1,980円

【魚力寿司】さば押し寿司
（1パック）.......................................790円

【魚力寿司】にぎり寿司（中とろ入り）
（16貫・1パック）.....................1,980円

【アンジェフルール】仏花
（1束）....................................................486円から

【五十嵐酒造】
天覧山 
辛口本醸造
（720㎖・1本）

........983円

秋のおもてなし秋のおもてなし
■9/24（日）まで

日替り 20・21
㈬　 ㈭
限り

【船橋屋】
くず餅　
（24切・1箱）

...761円

22㈮
限り

【中田屋】
きんつば小豆　
（5個入）

..........843円

【香雲堂本店】
古印最中　
（7個入・1箱）

..........972円

23㈯
限り

24㈰
限り和

スイーツ
和
スイーツ

ラゼ・エアリーマーメイド
飾らないのに、輝く人
•バストアンダー部分の通
　気性がよく、さわやかな
　つけごこち。
•パッド受けは吸汗速乾
　性にすぐれた素材を使
　用。

4階＝ワコール 5階＝紳士服5階＝リビング3階＝服飾

5階＝特設会場

提携施工業者 たたみ無双

張替えご相談会

畳の専門アドバイザーが、表替え・畳替え・
新調のご相談会をお応えいたします。
襖・障子についても承ります。
是非、この機会にご来店くださいませ。・血管年齢測定

　加速度脈波計を使って、
　わずか指１本で
　血管の推定年齢を
　スピード測定　
・足裏バランスチェック
　足裏の型をプリントいたします。
　あなたの足型は・・・？

疲れが溜まったら、ふくらはぎをマッサージ。
ふくらはぎも足裏もみんな満足、ウイング型マッサージャー。
この心地よさは感動です。　（セレヴィータの色違いです）

足裏の４箇所の足弓（アーチ）を最適な状態で支える
インソール（中敷）

体脂肪・筋力・握力を測定致します。

かかとのない
健康シューズロシオ
足を入れて直立した際に、地面
との傾斜が１５度になるように設
計された靴底の構造により、自然
と背筋が伸びた姿勢となります。

※商品のお渡しは承りから約40日後となります。

無料健康測定コーナー

同時
開催

〈カーブス〉健康相談会
参加無料

国産
高級畳

各日先着50点限り 先着50点限り先着80点限り 先着50点限り1階＝特設会場1階＝特設会場

独自の三重構造で保温性を高めます。

座ったままで、簡単骨盤エクササイズ

㈷

コスメデコルテ
AQシリーズ
価格5,400円～21,600円

肌と心への究極のリラク
ゼーション 「再生医療」
と「ニューロ（※神経）サ
イエンス」の統合美容
幸福感と生命力の宿る
上質な肌へ導きます。

7時9/20  ㊌



生活応援 プライス 食料品日替り特価市

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

※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。

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）.............................79円

〈ロシア産他〉たらこ
（甘口・切子）（1パック）......398円
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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

〈ニュージーランド産〉キウイ
フルーツ（グリーン）（1個）99円

〈宮城県産〉サイボク豚もも
切り落し肉（100g当り）199円

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

AＪＩＮＯＭＯＴＯ 健康サララ
（600g・1本）........................399円

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）............159円

国産豚挽肉
（100g当り）........................109円

〈長崎県産他〉真あじ
（1尾）.................................150円

【デリカ味彩】具たっぷり中華
春巻き（4本・1パック）......280円

〈南アフリカ産〉グレープ
フルーツ（1個）...................99円

国産牛（交雑種）もも切り落し
（100g当り）........................379円

【デリカ味彩】いわし磯辺
フライ（6個・1パック）.....280円

はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）....................199円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）.............................39円

刺身盛合せ 4点盛
（1パック）...................1,390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

〈栃木県産〉糖度センサー選別
豊水梨（2個入・1パック）499円

キッコーマン
飲料 
調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）

....189円

〈岩手県産〉南部どりもも
唐揚用（100g当り）.........179円

サンヨー サッポロ一番
（しょうゆ/みそ/塩/5食・各1パック）359円

〈青森県産〉泥ごぼう（カット）
（1袋）......................................99円

〈群馬県産〉やまと豚バラ
うす切り（100g当り）.....179円

〈アメリカ産他〉辛子明太子
（100g当り）.........................299円

【デリカ味彩】埼玉県産里芋
コロッケ（3個・1パック）...250円

〈埼玉県川島町産他〉いちじく
（1パック）...........................399円

タカノ 極小粒カップ３
（30ｇ×3・1パック）...................79円

【デリカ味彩】焼き餃子各種
（10個・1パック）..................499円

味の素 さらさらキャノーラ油
（1kg・1本）.........................199円

各日お1人様2点
先着200点限り

各日お1人様2点
先着100点限り

各日お1人様2点
先着100点限り

各日お1人様2点
先着50点限り

各日お1人様2点
先着100点限り

各日お1人様5点
先着300点限り

各日お1人様2点
先着200点限り

各日お1人様5点
先着200点限り

各日先着30点限り

各日先着50点限り

各日先着50点限り

数量限定

〈山梨県産〉種無し巨峰
（1パック）............................499円

サイボクポークウインナー
（145g）...............................399円

〈長崎県産他〉真あじ開き
（2枚）..................................490円

ヤクルト ヤクルト10本パック
（65㎖×10本・1パック）..........378円

小岩井 
生乳100%
ヨ－グルト
（400g・1個）

...189円

かどや 金印 純正ごま油
（300g・1本）.......................399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

【デリカ味彩】北海道産サーモン
フライ（2枚）....................350円

〈岩手県産他〉きゅうり（2本） 〈北海道産他〉秋鮭切身（甘口）（1切）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈群馬県赤城高原産〉
産地直送小松菜（1袋）

〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ（1袋）

〈韓国産他〉真あじ開き
（1枚）

国産若鶏もも肉（100g当り）

アマタケ 南部鶏・ササミ
フライ（解凍/1枚）

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
各種（1本）

【デリカ味彩】フライドポテト
（ガーリック）（100g当り）

20水限りのお買得

20水オープニングサービス

先着100点限り

先着300点限り

先着合わせて150点限り

先着合わせて300点限り

99円均一セール99円均一セール

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100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2点
先着300点限り

お1人様2点
先着300点限りお1人様4点

先着800点限り オーマイ 早ゆでインスタントマカロニ・
グラタンマカロニ・早茹でサラダマカロニ

（200g・各1袋）

〈長野県産〉えのき茸
（1袋）.......................................99円

豚肉 〈韓国産他〉さわら西京漬け
（3切）..................................990円

【デリカ味彩】ミニ豚ロース
串カツ（10本・1パック）....280円店頭表示価格（税抜）

よりレジにて 2割引

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

先着50㎏限り
先着10㎏限り

先着20㎏限り

〈静岡県産他〉
しらす干し
（1パック）

............198円

〈宮城県産他〉
塩さばフィーレ
（甘口）（2枚）
............398円

〈アメリカ産他〉
銀だら切身
（解凍/2切）

............698円

〈ロシア産他〉
紅鮭切身
（中辛口）（2切）
............490円

さんま甘露煮
（250g）

............350円

〈愛媛県産他〉
真鯛刺身用柵
（養殖/100g当り）

............598円

にぎり寿司
（9貫・1パック）

............999円

中巻寿司各種
（1パック）

............350円

全
品

ユウキ MC
セパレート
フレンチド
レッシング・
イタリアン
ドレッシング・
中華
ドレッシング（150㎖・各1本）

ダノンヨーグルト
（プレーン加糖/バニラ風味/さくらんぼ/
いちご+もも/75ｇ×4・各1パック）

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

写真はイメージです
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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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写真はイメージです写真はイメージです
2ポイント22(金)は、鮮魚・鮮魚寿司に限り、　　　　　 です。

22ポイント
22(金)は、鮮魚・
鮮魚寿司に限り

22ポイント
23(土)は、
食料品

お1人様6本
（1ケース）限り

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1000㎖・各1本）

.......299円

先着合わせて
150点限り

水 日9/249/20食料品 まるひろ2店共同企画
（実施店舗：飯能店・日高店）

※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。●食料品売場●食料品売り出し期間

21木・22金限りのお買得

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。

午後4時からのお買得
※数に限りがございます。23土　・24日限りのお買得 23土　・24日 23土　・24日

午前10時～正午12時までの
お買得

午後4時からのお買得
※数に限りがございます。21木・22金 21木・22金

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」9月23日（土・祝）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」

9/23土・祝限り予
告




