
※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。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。

青果

399
円均一

精肉

480
円均一

デﾘｶ味彩

280
円均一

12／9●限りのお買得
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

〈福岡県産他〉富有柿
（1個）......................................99円

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

【デリカ味彩】棒ヒレカツ
（1本）................................450円

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

〈長野県産〉ぶなしめじ（1袋）〈青森県産〉国産にんにく（1個）
〈岩手県産〉南部どり

赤かしわむね肉（解凍/100g当り）
〈インドネシア産他〉無頭
ブラックタイガー（解凍/1尾） 【デリカ味彩】揚げもち（1本） S&B おでんの素（80g・1箱）

12／9土オープニングプライス　 99円均一12／9土オープニングプライス　 99円均一

12／9土限りのお買得

数量
限定

〈フィリピン産〉市場の活力
バナナ（1袋）.................159円

タカノフーズ おかめ納豆極小粒
ミニ３（50g×3・1パック）.......79円

紀文 焼ちくわ
（2本・１袋）........................179円

赤羽商店 
瀬戸内産
寿司
焼海苔
（24枚・1袋）

..799円

堀商店
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

1,980円

国産牛（交雑種）もも切り落し
肉（100g当り）..................399円

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

【デリカ味彩】さば味噌煮
（骨なし）（1パック）......250円

握り寿司
（12貫・1折）......................990円

先着合わせて150点限り

先着合わせて150点限り

先着100点限り

先着200点限り

先着120点限り

各日先着100点限り

〈熊本県産〉ミニトマト（100g当り）〈千葉県産他〉ベビーリーフ（1袋）

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本） 〈千葉県産他〉にんじん（3本）

〈イタリア産〉ドルチェポルコ
豚バラうす切り肉（解凍/100g当り）

〈熊本県産他〉活あさり
（100g当り） 【デリカ味彩】肉団子（100g当り）

マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180g×3・1袋）

一正 さつま揚（6枚・1袋）
ヒガシマル うどんスープ（6パック入）・
カレーうどんスープ（3パック入）（各1個）

1パック1パック

1点 1枚

ささみの梅しそ竜田
揚げ（5個・1パック）

サイボク豚もも切り落し
肉（240g・1パック）

サイボク豚小間切れ肉
（270g・1パック）

国産若鶏もも水炊き
唐揚げ用（420g・1パック）

ふっくら真あじの大葉
フライ（8個・1パック）

チキンステーキ
（照焼き)（1パック）

縞ほっけ開き・赤魚開き・金目鯛開き他〈熊本県産他〉トマト
（1箱）

〈山形県産〉
ラ・フランス
（2個入・1パック）

〈ニュージーランド産〉
キウイフルーツ
（グリーン）（4個）

先着10㎏限り

先着200点限り先着300点限り
〈カナダ産〉豚ロース肉各種
（生姜焼/切身/うす切り/100g当り）

〈北海道産他〉秋鮭切身（甘口）
（1切）

【デリカ味彩】埼玉県産
メンチカツ（1個）

明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト（78g×4・1パック）

讃岐物産 讃岐丸うどん・
讃岐きしめん（250g・各1袋）

お1人様6本、先着1200本限り お1人様6本、先着900本限り

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200点限りお1人様2点、先着300点限り

お1人様5点、先着300点限り

お1人様2点、先着200点限り

9（土）・10（日）限り

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1ℓ・各1本）

...299円
お1人様6本（1ケース）限り

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

（国内産）黒毛和牛

3割引
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

〈群馬県産〉やまと豚

3割引
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

ハーゲンダッツ

3割引
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

冷凍食品

4割引
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

※一部商品
　を除く

土・日限定 12／9（土）・10（日）限定 割引セール12／9（土）・10（日）限定 割引セール12／9（土）・10（日）限定 割引セール

生
鮮・お
惣
菜
均一セ
ー
ル

干物祭り干物祭り◆
12
／

9（
土
）〜
12（
火
）
※
99
円
均一は
除
く

写真はイメージです

鮮魚
399
円均一各日先着50点限り

各日先着50点限り 各日先着50点限り

2017

12  /9  ㊏
12/9 12

土 火
※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。

12/9□・10□日土 限り
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」12月9日（土）・10日（日）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」

全館



※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。

生活応援 プライス 食料品日替り特価市

写真はイメージです

マルちゃん 焼そば
（150ｇ×3・１袋）.............139円

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

平成29年2月末日までに積み立てられた
ポイントは、本年12月末日までに
ご利用をお願いいたします。

ご利用いただけない
ポイントは平成29年
12月末日の
営業時間終了後に
無効となります。
ご了承くださいませ。

こ
の
部
分
で
す
。←

お買上げレシートより
 印部分をご確認ください。

丸広 花子

●お問合せ
飯能店／6階＝友の会カウンター  
日高店／1階＝サービスカウンター

お1人様2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2点、先着50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2点、先着50点限り

お1人様2点、先着50点限り

先着50点限り

先着50点限り先着20点限り

先着50点限り

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

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

国産牛（交雑種）ランプステーキ
（100g当り）....................580円

〈マルタ産他〉本まぐろ切落し
（養殖/解凍/1パック）1,080円

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）.399円

紀文 肉まん・あんまん
（3個・各1パック）............399円

〈愛媛県川上産〉糖度センサー選別
ノーワックスみかん
（2Lサイズ21個入・1箱）1,080円

国産牛（交雑種）ロース
すき焼き用（100g当り）880円

握り寿司
（18貫・1折）............1,980円

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え（100g当り）...180円

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各1本）..............189円

うさぎもち 切り餅一切れ
パック（1㎏・１袋）.......499円

マルちゃん 赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば（101g）
（各1個）..........................108円

AJINOMOTO オリーブオイル
エクストラバージン
（600g・1本）...................599円

【アントステラ】
ウインターアソート
（14枚入）

.......1,300円

【ヨックモック】
ホリデーシーズン
アソート
（26個入）...2,160円

【シェ・レカミエ】
苺のピスタチオ
トルテ
（1個）....410円　　

【モロゾフ】
クリスマス
ファンシー
チョコレート
（16個入）

...1,080円
【ロイスピエール】アングレイス
（6個入）...................................................1,620円

【菓匠清閑院】
柿閑か・柚の果
（各1個）

.......378円

【アンデルセン】
マジパン
アーモンドデニッシュ
（1個）................238円

【銀座コージーコーナー】
ディズニー
プチガトー
（9個入・1箱）

2,401円

〈茨城県産他〉白菜
（1/4カット）...........................99円

〈山梨県産他〉あんぽ柿
（1パック）.........................499円

サイボク豚ロースうす切り肉
（100g当り）.....................319円

〈アメリカ産他〉真たら切身
（甘口）（3切）...............550円

紀文 紀文の季節
（12種21品・1パック）.......559円

明治屋 果実実感ジャム
（つぶつぶイチゴ/つぶつぶブルーベリー/
ざくざくオレンジマーマレード/
しゃきしゃきリンゴ/
340g・各1個）..................299円

〈宮城県産他〉生かき
（加熱用）（1パック）...499円

〈岩手県産〉南部どりもも
水炊き唐揚げ用
（100g当り）..................169円

【デリカ味彩】ロースカツ重
（1パック）......................350円

ミツカン 穀物酢
（500㎖・1本）.....................99円

〈宮崎県産〉きんかん
（1パック）......................299円

【デリカ味彩】タルタル風味の
一口まぐろカツ
（8個・1パック）...............299円

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）129円

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）.......159円

〈埼玉県深谷市産〉深谷ねぎ
（1袋）............................199円

海鮮丼
（1パック）......................499円

サイボク豚もも赤身切り落し
肉（100g当り）..............199円

【デリカ味彩】三元豚のメンチ
カツ（4個・1パック）......280円

〈オーストラリア産〉ネーブル
オレンジ（１袋）..........299円

【デリカ味彩】紅ズワイガニと
北海道チーズ入りグラタン
コロッケ（5個・1パック）280円

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

にんべん フレッシュパックソフト
（4.5g×8袋・1パック）.....279円

〈愛知県産他〉トマト
（1袋）...............................299円

〈フロリダ産他〉グレープ
フルーツ（1個）...........150円

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

〈長崎県産〉真あじ開き
（2枚入・1パック）.............499円

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

にんべん つゆの素・白だし
（1000㎖・各1本）.............399円

クリスマスケーキ

写真はイメージです

写真はイメージです

旬
の
お
す
す
め
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リ
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フ
ト

飯能店
より

日高店
より

おせち◆承り場所：1階特設コーナー
◆承り期間：12月22日㈮まで
◆お渡し：12月31日㈰ 
　　　　午前11時～午後5時 ◆承り場所：1階特設コーナー

◆承り期間：12月14日（木）まで
◆お渡し：12月23日（土・祝）・
　　　　24日（日）

ご予約承り中

ⒸDisney

【新宿高野】
フレ－ズ ロゼ
（直径 約15㎝）

........3,996円
【築地 寿司岩】「木挽」和風一段重
（31品目 約3人前/
29.6×39.4×5.8㎝×1段）................21,500円

Kobaton

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

彩の国から冬の贈り物 2017まるひろのお歳暮

お歳暮ギフトセンター
好評開設中！

◆12月18日（月）まで
　 〈最終日は午後4時閉場〉

◆飯能店＝2階特設コーナー
◆日高店＝1階特設コーナー

乗り換えキャンペーン ◆12月18日（月）まで
期間中、2017年の他社ギフト申込書をご持
参の上、新規にお歳暮ギフトセンターにて
10,800円以上お買上げでご配送のお客様に
「1,000円のお買物券」をプレゼントいたします。
※一部除外品がございます。詳しくは売場係員にお尋ねください。

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 土 火12/12

12火 12火

11月 11月朝市朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

11
月
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

10
日
限
り
の
お
買
得

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。

12
火
限
り
の
お
買
得

夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

12/9
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