
※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。

北陸
新幹線
富山駅

山陽
新幹線
新神戸駅

山陽
新幹線
新神戸駅

奥羽
本線
米沢駅

函館
本線
旭川駅

根室
本線
釧路駅

根室
本線
釧路駅

山陽
本線
広島駅

東海道
本線
大阪駅

山陽
本線
広島駅

山陰
本線
鳥取駅

山陰
本線
鳥取駅

山陽
本線
広島駅

【源】ますのすし（一重）
（1個）...............................................1,400円

【新杵屋】牛肉どまん中
（1個）...............................................1,250円

【旭川駅立売商会】いくら盛弁当
（1個）...............................................1,380円

【広島駅弁】夫婦あなごめし
（1個）...............................................1,150円

【広島駅弁】松茸ご飯
（1個）...............................................1,080円

【広島駅弁】広島カキ牛弁当
（1個）...............................................1,200円

【旭川駅立売商会】かきべん
（1個）.......................................................980円

【淡路屋】大阪名物たこやき御飯
（1個）...............................................1,080円

【アベ鳥取堂】山陰鳥取かにめし
（1個）...............................................1,350円

【アベ鳥取堂】かにづくし弁当
（1個）...............................................1,400円

【淡路屋】
あっちっち松茸すきやき栗ごはん
（1個）...............................................1,250円

【旭川駅立売商会】釧路のいかめし
（1個）.......................................................680円

【淡路屋】
神戸のあっちっちステーキ弁当
（1個）...............................................1,350円

※駅弁は全てポイントサービスの対象外
　となります。
※交通事情により入荷が遅れる場合がご
　ざいます。
※駅弁は鮮度保持のため連日午後6時ま
　での販売となります。
※数に限りがございます。品切れの際はご
　容赦ください。

駅弁フェア
11/21（水）～2

3（金・祝）

1階＝特設コーナ
ー

3階＝服飾雑貨 4階＝婦人服 5階＝紳士服 5階＝子供服5階＝リビング

BLACK FRIDAY

お歳暮ギフトセンター
好評開設中

乗り換えキャンペーン 
◆12月21日（金）まで
期間中、2018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「まるひろポイント
1000ポイント」をプレゼントいたします。

お買上げ特典 
◆11月30日（金）まで
各店お歳暮ギフトセンターにて10,800円
（税込）以上お買上げの、まるひろ友の会・
Mクラブカード・スターカード（リーダース・
チェリー）各会員様、全店合計先着
5,000名様に、「まるひろオリジナル
トートバッグ」を差しあげます。

◆12月21日（金）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

2018 まるひろのお歳暮
彩の国から冬の贈り物

Kobaton

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。 ドコモ光の便利な使い方、初めての

スマートフォンについてのご不明点、ドコモ以外の携帯電話と
の比較相談等、お気軽にお立ち寄りください。

11/23（金・祝）・24（土）予
告 3階＝プロモーションスペース

ブラックフライデー

カシミヤ
セーター

.............
....3,240円
30点限り

カシミヤ
セーター

各種

.............
....5,400円
20点限り

プーマ ボ
アジャケッ

ト

.............
....2,700円
20点限り

婦人傘

.............
..........756円
50点限り

50点限り

有名ブラ
ンド

マグカップ
各種

.............
..........480円

予告 11／23（金・祝）・24（土）・25（日）
各階にて開催!

アメリカ発のお買得イベント
驚きのプライスが集合‼

受付時間：午前10時～午後6時
出 張
相 談 会

【崎陽軒】真空パックシウマイ
（15個入）.............................................620円

特別販売

NEW

NEWNEWNEW

埼玉県三蔵
冬の特選吟醸セット
（帝松 
純米吟醸生貯（やや辛口）・
秩父錦 大吟醸（辛口）・
菊泉 吟醸（辛口）各720㎖）

..............5,400円

丸広限定

丸広限定
全国

送料無料

全国
送料無料

〈龜屋〉
川越藩「豊」
（紫蔵ぱい3個入、
小江戸の心ミルクティー10個入、亀の最中8個入、
小江戸葵×3個）
................................................3,748円

埼玉名産品ギフト

 7時11/21  ㊌
2018



※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。

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

●食料品売場●食料品売り出し期間食料品 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。水 金・祝11/2311/21

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈北海道産〉南瓜（1パック）

〈フィリピン産〉デルモンテバナナ（1袋）

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）
ミツカン 穀物酢（500㎖・1本）
ダノン ヨーグルト（プレーン加糖/いちご/ブルーベリー/75ｇ×4・各1パック）
日本ビーンズ 国産大豆の濃い豆腐（200ｇ×2・1パック）
マルちゃん 北海道産小麦の玉うどん（180ｇ×3・1袋）

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

【デリカ味彩】ムラサキイカの
まるごと唐揚げ（100g当り）199円

〈岩手県産〉南部どり

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

〈宮城県産他〉かつお
刺身（1パック）........480円

〈熊本県産〉熊本みかん
（不揃い/大袋・1袋）................599円

穴子づくし
（1パック）...................680円

〈チリ産〉銀鮭西京漬け
（養殖/2切）............................398円

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

明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン/そのままおいしい
脂肪0/400g・各1個）..............139円

ハーゲンダッツ

サクラ印 純粋はちみつ
（700g・1本）..............699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

〈茨城県産他〉
ピーマン
（1袋）

.........100円
ＪＡ全農たまご
ピュアテイスト
（10個・1パック）

............179円

ＪＡ全農たまご
ピュアテイスト
（10個・1パック）

............179円

【デリカ味彩】12品目の豆腐
ハンバーグ
（4個・1パック）...........280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

握り寿司
（10貫・1折）..................................880円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）........................................59円

お1人様4本、先着600本限り 先着合わせて100点限り

先着100点限り

先着18点限り

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2点、先着300点限り

お1人様2点
先着100点限り

〈熊本県産〉
トマト
（1袋）

......399円
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100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

99円均一セール99円均一セール数量
限定

冷凍食品
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 3割引

※一部商品を除く

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

〈ノルウェー産他〉生アトランティック
サーモン刺身（養殖/1パック）...580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

〈茨城県産〉白菜
（1/4カット）................100円

〈アメリカ産他〉甘塩たら
切身（3切）..............498円

サイボク豚もも切り落し
肉（100g当り）..........199円

アサヒコ 昔あげ
（2枚・1袋）......................79円

海鮮丼
（1折）........................580円

【デリカ味彩】中華春巻き
（4本・1パック）...........280円

〈長野県産他〉えのき茸
（約200g入・1袋）.......100円

〈台湾産インド洋沖他〉めかじき
切身（解凍/3切）......599円

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

サイボクポークウインナー
（1パック）..................450円

海鮮太巻
（1パック）...................498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

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

国産若鶏もも肉
（100g当り）............................99円

しめさば押し寿司
（1パック）...........................480円

【デリカ味彩】ひじきと六穀
ごはん弁当（1パック）..350円

雪印コーヒー
（1000㎖・1本）..................108円

鉄火丼
（1折）..................................498円

ペヤング ソースやきそば
（120g・1個）...........................99円

先着100点限り
午後4時から
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。

写真はイメージです

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※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。

午後4時から
のお買得

※数に限りがございます。

先着20点限り

11／21水オープニングスペシャルプライス

22木限りのお買得 23金　限りのお買得

大正製薬 リポビタンD
（10本・1箱）.................................829円

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶・
1パック）.............1,268円

〈京都野村〉
まるひろオリジナル
京のこだわりおせち
和洋三段重
（41品目 約3～4人前/
21×21×4.8㎝×3段）

...........................25,000円

〈アニバーサリー〉
スノーマンのクリスマス
（直径約15㎝）

....................................5,400円

写真はイメージです

クリスマスケーキ
ご予約承ります。

おせち
ご予約承ります。

クリスマスケーキ
ご予約承ります。

おせち
ご予約承ります。

豚肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

2割引
※一部商品を除く

〈群馬県産〉やまと豚
店頭表示価格（税抜）よりレジにて3割引

ご予約受付 12月22日（土）まで
お渡し 12月31日（月）
　　　　 （午前11時～午後5時）

受付場所 1階＝特設コーナー受付場所 1階＝特設コーナー
ご予約受付 12月14日（金）まで
お渡し 12月23日（日・祝）・
　　　 24日（月・振）

22ポイント
11/23（金・祝）は
鮮魚、鮮魚寿司に限り

早期
割引き

早期
割引き

このマークの商品は、
11/30㈮までのご予約で5％OFFお

せ
ち
・
ケ
ー
キ
の
電
子
カ
タ
ロ
グ
は

こ
ち
ら
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。    

⬇

限定110点

まるひろ
オリジナル

お1人様2点、先着100点限り


