
2店共同企画特別号

飯能店

まるひろホームページhttp://www.maruhiro.co.jp
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。

ファミリーまるひろ

日高店1/18 水

2017

☎042
（973）1111（代表）

☎042
（984）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時

営業
時間

1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

まるひろ飯能店・ファミリーまるひろ日高店 2店共同企画特別号

●次回店休日のご案内
2月15日（水）飯能店 2月21日（火）日高店

冬の売りつくし冬の売りつくしまるひろ
全 館
まるひろ
全 館

◆1月24日（火）まで
◆各店各階にて開催！

まだまだつづく
冬のOFF！

Bargain
機能肌着＆機能寝具

バーゲン

あったか機能の肌着と寝具で、寒さ知らずの冬に。

◆1月18日（水）～24日（火） ◆各店各階にて開催
寝具

子供雑貨 ※日高店ではお取り扱いしておりません。

婦人肌着 紳士肌着

暖かい裏起毛
素材のインナー
です。

ストレッチ性のある
裏起毛素材の
ボトムです。

起毛の腰当て付で
暖かい履き心地
です。

ウェストゴムで
着心地快適な
パンツです。

肌ざわりがよく丈夫
な厚地素材を使用
した快適保温肌着
です。

お腹に楽なスパン
ゴムを採用し、レッグ
部分は縫い目を
なくしてゴロつきを
軽減。ストレッチで
動きやすさも実現。

軽くてやわらかい
裏起毛がすぐれた
保温性を発揮し、
ストレッチが動き
やすいパンツです。

肌ざわり抜群の裏
起毛が快適に保温
する冬の必需品
です。

厚地や起毛など冬を乗り切るあたたか肌着です。

「婦人・紳士コートバーゲン」
◆1月23日（月）まで〈最終日は午後4時閉場〉 ◆2階催場

飯能店からのお知らせ 「婦人シューズバーゲン」
◆1月24日（火）まで〈最終日は午後4時閉場〉 ◆2階＝特設会場

日高店からのお知らせ

①5,400円
②5,400円

　婦人
コート各種

②婦人ブーツ

③9,720円
④5,292円

　紳士
コート各種

あったか子供肌着バーゲン

756円
から

※写真は一例です。

婦人
機能性インナー
各種
・・・・・・・・・・・・・・・756円

婦人
機能性ボトム
各種
・・・・・・・・・・・・・・・756円

婦人
機能性ショーツ
各種
・・・・・・・・・・・・・・・540円

婦人
ルームパンツ
各種
・・・・・・・・1,080円

〈グンゼ〉
紳士2枚組肌着
（長袖U首／

綿100％）

・・・・・・・・・1,296円

〈グンゼ
ボディウォーム〉
紳士タイツ各種
（厚手素材／

裏起毛）
・・・・・・・・・・・・・・・・972円

紳士裏起毛
ボクサーパンツ
各種
（静電気防止）

・・・・・・・・・・・・・・・・756円

紳士肌着各種
（裏起毛・

ストレッチ）

・・・・・・・・・・・・・・・・756円

〈昭和西川〉遠赤外線わた入り
ボリュームパッドシーツ（Sサイズ／表側：ポリエステル100％、
詰めもの：ポリエステル100％（遠赤わた50％使用））

（SDサイズ）・・・・・・3,888円／（Dサイズ）・・・・・・4,536円
3,240円

中材に遠赤外線わたをプラスすることで保温力がさらにアップ！
ふとんに入った時のひやっと感を軽減してくれます。

〈東京西川〉
軽量敷きふとん
（100×210cm／がわ：綿100％、詰めもの1.4kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

毎日のふとんの取り扱いが楽な軽量タイプの敷き
ふとんです。

〈東京西川〉
有名ブランドおやすみ羽毛肩当
（表生地：ポリエステル100％、裏生地：ポリエステル100％、

詰めもの：ダウン85％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

ダウンを使用しふっくらしたボリュームで、おやすみ時の肩口の
冷えを防ぎあったか。

高乾度部屋干しタオル・バスタオル
（約65×130cm／綿100％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円

洗濯物が乾きにくい季節や夜のお洗濯など
部屋干しにおすすめの速乾+抗菌防臭のある
シリーズです。

①

①
③

③
④

④

②

②

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

①婦人レザーブーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

③婦人ムートンブーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
④婦人
ウォーキングシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

まるひろ
Mクラブカード
会員様

食料品 ポイント フェア 3  3 倍
1/21□土
1日限り



※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●食料品売り出し期間 水 日1/22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。

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

1/18

各日お1人様5点
先着200点限り

各日お1人様2点限り 各日先着100点限り

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）.................................499円

〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック）..................................199円

〈ロシア産他〉紅鮭（中辛口）
（3切）.......................................590円

〈岩手県産〉南部どりもも肉
（100g当り）..............................179円

【デリカ味彩】チキンチーズ
大葉巻き（6個・1パック）......399円

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

マルコメ 京懐石・丸の内タニタ食堂の
減塩みそ（650g・各1個）.........299円

〈山梨県産〉市田柿
（1パック）..................................499円

〈ノルウェー産〉アトランティック
サーモン刺身用柵
（養殖/100g当り）.....................358円

国産挽肉 【デリカ味彩】具たっぷり春巻き
（4本・1パック）..........................280円

マルちゃん 焼そば
（150ｇ×3・1袋）........................148円

味の素 
オリーブオイル
エクストラ
バージン
（400g）
かどや 
純正ごま油
（300g）
（各1本）

........399円

海鮮丼
（1折）.......................................499円

〈長野県産〉えのき茸（1袋） 〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈長野県産〉エリンギ（1パック） 〈北海道産〉玉ねぎ（3個）

国産豚もも切り落し肉（100g当り）

国産若鶏もも肉（100g当り）

〈北海道産〉秋鮭（甘口）（1切）

国産きざみめかぶ（100g当り）

日清フーズ ママースパゲティ
（1.4㎜/1.6㎜/300g・各1袋）

ルーミック ミートソース（69g・1箱）

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）

明治 おいしい牛乳500㎖（1本）

豚肉 【デリカ味彩】若鶏の竜田揚げ
（100g当り）..............................199円

ネスカフェ ゴールドブレンド・
ゴールドブレンドコク深め
（90g・各1本）...........................499円

冷凍食品

〈長野県産〉ぶなしめじ
（1袋）.............................................99円

握り寿司 本まぐろ・いくら入
（9貫・1折）................................890円

〈岩手県産〉南部どりササミ肉
（解凍/100g当り）..........................99円

【デリカ味彩】海鮮シューマイ
（6個・1パック）...........................250円

魚沼新潟物産 八海山酒粕
（500g・1袋）..............................499円

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

18水
限りの
お買得

19木
限りの
お買得

20金
限りの
お買得

1 ／18水オープニングサービス

お１家族様1点
先着300点限り

先着300点限り先着300点限り 先着300点限り

先着300点限り

先着200点限り

先着1200個限り

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

店頭表示価格（税抜）より
レジにて 3割引

店頭表示価格（税抜）より
レジにて 3割引

店頭表示価格（税抜）より
レジにて 5割引

〈長崎県産他〉ブロッコリー
（1個）............................................179円

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（6枚・1パック）..............................450円

牛肉 〈鹿児島県産他〉寒ぶり刺身用柵
（養殖/100g当り）.........................398円

〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（1個）............................................150円

【デリカ味彩】ささみ明太子フライ
（4個・1パック）..............................280円

【なだ万】
こうふく恵方巻
（1本）

.....1,404円

【なだ万】
こうふく恵方巻
（1本）

.....1,404円

サイボク ポークウインナー
（1パック）......................................399円

〈鹿児島県産他〉寒ぶり切身
（養殖/3切）..................................499円

明治 スライスチーズ・とろけるスライス
チーズ（7枚入・各1パック）..........159円

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）................................179円

神尾 
箱根漬 
ぶっかけ
しょうが
大根
（180g・1袋）

....359円

近藤養蜂所
生姜蜂蜜漬
（280g・1個）

.........754円

山本山 瀬戸内産全型焼海苔
（24枚・１袋）.................................799円

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉
ランデヴー ア パリ
（5個入）... . . . . . . . . . .2,187円

ランデヴー ア パリ
（9個入）... . . . . . . . . . .3,510円

堀商店 糸魚川産コシヒカリ
（5㎏・１袋）............................1,780円

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。

数量限定

数量
限定

※99円セールを除く

21土・22日限りのお買得 21土・22日

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

21日（土）は、食料品ポイント3倍です

※銘柄豚を除く※銘柄豚を除く

※一部商品を除く

お1人様2点
先着100点限り

お1人様1点
先着200点限り

お1人様2点
先着100点限り

各日お1人様1点
先着100点限り

お1人様計2点、先着計合わせて200点限り

大根を刻み、しょうゆ味のピリ辛の
調味液に漬け、だし生姜を加えま
した。ごはん、おにぎり、お茶漬け、
豆腐の薬味にぴったりです。

国産生姜スライスをはちみつだけ
でじっくり漬け込みました。　　

恵方巻 ご予約承ります。恵方巻 ご予約承ります。

各日先着100点限り 各日先着20点限り各日先着200点限り

お1人様計2点限り

バレンタインご予約承ります
ご予約期間 ●2月4日（土）まで
ご予約場所 ●名店コーナー
お渡し場所 ●2月4日（土）以降に名店コーナー
※ご利用の前日までに、お申込みください。

◆2月2日㈭まで
◆名店コーナー ご予約のみの

承りとなります。
※数に限りがございます。

1977年創業、フランスにショコラトリー文化を根付かせた名門が初登場。


