
※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。

飯能店からのお知らせ

フィンランドから
サンタクロースが
やってくる
12/15㊏ 午後3時～

★午前11時～・午後3時～
　（各回30分程）
★3階＝正面入口脇

予告 駿河台大学の学生による演奏会です。
ぜひお誘い合わせになってお越しくださいませ。

12予
告 16㊐

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

3階＝化粧品 ちふれ売場 3階＝フォンテーヌ売場

12/14（金）は
飯能店に限り

12/14（金）は
飯能店に限り

2ポイント

22ポイント

はごろも シーチキン Lフレーク・
マイルド
（70g×4缶・1パック）.....................399円

紀州小橋 紀州産つぶれ梅 
蜂蜜８％・しそ漬13%
（250g・各1パック）.......................499円

にんべん 
つゆの素・
白だし
（1000㎖・各1本）

......399円

紀文 紀文の季節
（12種22品・1パック）...................559円

ロックフォール ミックスチーズ
（500g・１袋）................................899円

セルフマート ベストセレクションセルフマート ベストセレクション 12/12㈬～14㈮

イケダヤ 
磯の幸
お好み
（1袋）

...249円

ママ カステラサンド（黒糖・
シュガー）（20個入・各1袋）..279円

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

マンジョウ
濃厚熟成
本みりん
（1000㎖・1本）

.....301円
【オリジナル】赤羽商店 瀬戸内産寿司
焼海苔（24枚・１袋）...................799円

笛木醤油
金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖・1本）

.......599円

にんべん
フレッシュパック
ソフト
（4.5g×8袋・1パック）

...............299円

よりどりセールよりどりセールよりどりセールよりどりセール食料品食料品 12㊌～14㊎

プロテクト 
デイ エマルション
（日中用乳液 40㎖）....6,804円
バランシング ローション
（化粧水 160㎖）.........5,940円
トリートメント 
ナイト エマルション
（夜用乳液 60㎖）........6,804円

私の肌は、好きな自分を、未来へつなぐ。
HIKARIMIRAIのスキンケア商品は、

朝と夜の集中ケア。
朝、プロテクトしながら光と共存、

夜、トリートメントしながら未来（あす）の肌へ。

〈群馬県産〉やまと豚ロースうす切り肉（180g）
〈群馬県産〉やまと豚バラうす切り肉（200g）
〈群馬県産〉やまと豚肩ロース切り落し肉（200g）

〈兵庫県産他〉レタス（1個）
〈熊本県産他〉ミニトマト（1パック）
〈長野県産他〉えのき茸（約280g入・1袋）

〈長崎県産他〉真あじ開き（2枚）
〈北海道産他〉さんま開き（2枚）
〈宮城県産〉金目鯛開き（1枚） 他

プリマハム
香薫あらびきウインナー（1束）
新鮮！使い切りロースハム（1束）
新鮮！使い切りハーフベーコン（1束）

鉄火丼（1折）
ねぎとろ丼（1折）
穴子丼（1折）

海鮮しゅうまい（4個）
チーズ竹輪磯辺揚げ（6個）
昔のコロッケ（3枚）

780円
よりどり2パック

1パック 439円 

519円
1パック 279円 

500円500円
よりどり3点

1点 199円 

299円
よりどり2パック

1パック 
159円 

1折 
598円 

1,080円780円 1,080円よりどり
3パック

1,080円よりどり
2折

よりどり
2点

1パック 398円 

12/12㊌、15㊏、
16㊐の3日間

デリカ味彩

鮮 魚精 肉青 果

鮮魚寿司加工肉

各日お1人様3点
先着90点限り

各日お1人様3点
先着90点限り

各日お1人様3点
先着90点限り

お客様感謝フェア
フォンテーヌの
ファッションウィッグで
お出かけしませんか？

期間中、ご試着してい
ただきましたお客様に
「巾着付ハンドタオル」
プレゼントいたします。

特 典

フォンテーヌ
イメージキャラクター 賀来千香子

写真撮影会

★2階＝特設会場
★定員：100名様
フィンランドからやってきた
サンタクロースと一緒に
ふれあえるイベントです♪
ぜひ記念にお子様と一緒に
写真を撮ってくださいね♪
※カメラは各自ご持参をお願いいたします。
※整理券は、イベント開始30分前より配布いたします。 ※店外での演奏会となりますので暖かい服装でお越しくださいませ。

駿河台大学
吹奏楽部演奏会
駿河台大学

吹奏楽部演奏会

2018

12/12  ㊌



●食料品売場●食料品売り出し期間 水 金12/1412/12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。

※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

2019.1月、まるひろスターカードデビュー！
●サービス開始：2019年1月2日（水）から
●年会費：1,000円＋消費税。次年度以降クレジットカードの
　　　　 ご登録口座よりお引き落しさせていただきます。
●承り場所：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

平成30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30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。

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

年間お買上げ総額に応じて
ポイント付与率アップ！

・20万円未満
・初年度

・20万円以上
 50万円未満

・50万円以上
 70万円未満

・70万円以上

初年度
年会費 無料！

おトク

11
3%

5%
7%

10%

3%
5%

7%
10%

ポイント付与
最大10％！

1月～12月のお買上げ合
計によって、 翌年のポイ
ント付与率が変わります。

おトク

33

こ
の
部
分
で
す
。← カード提示で有料駐車場

2時間無料！
さ
ら
に

おトク

22
　 1,000円お買上げで
　 4時間無料

※一部除外店舗・売場がございます。

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●友の会カウンター、サービスカウンターにて販売いたします。

※上記、大人のエンジョイサークル会員の方がご購入いただけます。

1割
お得な予告

食品売場でお買上げ100円（税別）で基本ポイント
に対してプラス0.5ポイント付与されます。

このカードが
対象です。

食料品を
100円（税別）
お買上げで

今月は
12月15日（土）
販売！

※新たにご入会されるお客様への食品プラスポイントは
　入会手続き後８日より適用となります。

飯能店100セット限定
お１人様１セット限り

日高店150セット限定
お１人様１セット限り

※詳しくは、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まで。

堀商店 魚沼産こしいぶき
（5㎏・１袋）.......................................................1,880円

お1人様2点、先着50点限り

〈北海道産他〉甘塩秋鮭切身（1切）

さつまあげ各種（1枚）
国産豚もも切り落し肉（100g当り）※銘柄豚を除く
国産若鶏もも肉（100g当り）
【デリカ味彩】揚げもち（１本）

【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）

大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1箱）

明星 一平ちゃん夜店の焼そば（135g・1個）

ダノン ヨーグルト（プレーン加糖/ブルーベリー/
いちご/75ｇ×4・各1パック）

タカノ 絹美人（150ｇ×3・1パック）

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】南部鶏の唐揚げ
（100g当り）.............................199円

国産牛（交雑種）もも・肩切り落し肉
（100g当り）..................................................................399円

〈長野県産他〉ぶなしめじ
（約170g入・1袋）..........................99円

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）.................................599円

キューピー
マヨネーズ
（350g）・
ハーフ（300g）
デルモンテ
トマトケチャップ
リコピンリッチ
（485g）

（各1本）.179円

先着100点限り

〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

〈茨城県産他〉白菜（1/2カット）

〈フィリピン産〉デルモンテバナナ（1袋）

お1人様4本、先着600本限り

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300点限り

お1人様計3点、先着合わせて150点限り

先着150点限り

先着合わせて200点限り

先着300点限り

先着120点限り

先着10㎏限り

99円均一セール99円均一セール
12／12水オープニングスペシャルプライス

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

刺身盛合せ ６点盛
（3切×6点・1パック）..........................................1,080円

14金限りのお買得13木限りのお買得

〈熊本県産〉トマト
（1袋）.................................399円

〈埼玉県産〉深谷ねぎ
（1袋）.................................159円

〈群馬県産〉やまと豚小間切れ
肉（100g当り）...................139円

サイボク豚ロースうす切り肉
（100g当り）........................369円

【デリカ味彩】さば味噌煮
（骨なし）（1パック）........250円

〈韓国産・太平洋沖他〉まぐろ
ぶつ切り（1パック）........498円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）.............................49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

〈群馬県産〉やまと豚もも
切り落し肉（100g当り）149円

サイボク豚バラうす切り肉
（100g当り）........................289円

〈台湾産・インド洋沖他〉めかじき
切身（解凍/3切）..............580円

【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え（100g当り）......180円

中巻各種
（1パック）...........................350円

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

カップ印 白砂糖・味の素 瀬戸のほんじお
（1㎏・１袋）.......159円　 よりどり2点......300円

JA全農たまご ピュアテイスト
（10個・1パック）.......................................179円

山印醸造 昔ながらの天然醸造無添加
（750g・1個）............................................299円

【デリカ味彩】からふとししゃも
フライ（100g当り）...........168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

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200点限り

お1人様5点、先着300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

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

14日（金）限定　499円均一

お1人様計4点、先着合わせて100点限り

お1人様6個
先着300個限り

お1人様6個
先着150個限り

先着200点限り

サイボク豚もも切り落し肉（250g・1パック）

〈フロリダ産他〉グレープフルーツ（3個）

〈青森県産他〉サンふじ（3個） 〈北海道産他〉たこぶつ切り（1パック） 【デリカ味彩】豚ヒレカツ重（大）（1パック） うさぎもち 切り餅一切れパック（1㎏・１袋）

【デリカ味彩】挽肉のキャベツ包み蒸し（3個・1パック）しめさば押し寿司（1パック）サイボク豚小間切れ肉（280g・1パック）

22ポイント
12/14（金）は
飯能店に限り

22ポイント
12/14（金）は
飯能店に限り

数量
限定


