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先着12点限り

※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。紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

冷感リバーシブルケット
............................................3,500円+税
表地：ポリエステル50%、ナイロン50%
裏地：綿100%　サイズ：140㎝×190㎝

紳士スラックス
............................................5,500円+税
ポリエステル100%　サイズ：76㎝～94㎝

紳士肌着
Vネック........910円+税
ノースリーブ
..........................910円+税
レーヨン65%、ポリエステル35%

クルーネック
..........................910円+税
レーヨン55%、ポリエステル45%

グンゼ
強撚糸インナー
.................1,260円+税
強撚糸タンクトップ
.................1,050円+税

グンゼ
半袖インナー
.................1,050円+税
3分丈ボトム
.........................840円+税

接触冷感カットアンドソーン.....................3,493円+税
綿100%

強撚糸カットアンドソーン
....................................................................2,000円+税
綿100%

①帽子
.................4,000円+税
②帽子
.................3,000円+税

ストール
....................2,100円+税

〈鳥取県産〉すいか（ブロックカット）
（1パック）..................................................480円+税

〈茨城県産〉大葉
（2束）.............................................................98円+税

サイボク豚バラ冷しゃぶ用
（100g当り）...............................................238円+税

〈鳥取県産〉すいか（ブロックカット）
（1パック）..................................................480円+税

〈茨城県産〉大葉
（2束）.............................................................98円+税

国産若鶏むね肉
（100g当り）....................58円+税

〈高知県産〉古根生姜
（1袋）.............................98円+税

【デリカ味彩】蒸し鶏と8種野菜
のサラダうどん
（1パック）.................450円+税

【魚力】〈静岡県・太平洋産他〉
かつおたたきのっけ盛
（解凍/1パック）........490円+税

【デリカ味彩】ささみ梅しそ
竜田揚げ
（5個・1パック）..........268円+税

【魚力】〈宮城県産他〉めかぶ
3蓮パック
（1パック）..................198円+税

味の素 クックドゥ麻婆茄子（120ｇ）・クックドゥ
青椒肉絲（100ｇ）（各1点）...................148円+税

丸美屋 麻婆豆腐の素（甘口・中辛・辛口）
（162ｇ・各1点）158円+税　　　  298円+税

紀州小橋 つぶれ梅各種
（250g・各1パック）....................................398円+税

コカ・コーラ アクエリアス経口補水液
（500㎖・1本）............................................180円+税

伊藤園 香り薫るむぎ茶
（１リットル用ティーバッグ）
（54袋入・1パック）....188円+税

ミツカン カンタン酢
（500㎖・1本）...........278円+税

ヤクルト ジョア各種
（各1本）....................100円+税

味の素 健康サララ
（600g・1本）.............398円+税

ケロッグ オールブランブラン
フレーク
（435g・1パック）........498円+税

ブルボン カラダみらい天然酵母
仕込みクラッカー
（6枚×6袋入・1パック）218円+税

クリアランスセール

［ 5階＝リビング ］

［ 5階＝紳士服 ］

［ 5階＝紳士服 ］

［ 4階＝婦人肌着 ］［ 4階＝婦人肌着 ］

［ 4階＝婦人服 ］

［ 4階＝婦人服 ］［ 3階＝服飾 ］［ 3階＝服飾 ］

涼感・速乾・快適機能特集
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国産牛（交雑種）もも冷しゃぶ用
（100g当り）...............................................440円+税

サイボク豚バラ冷しゃぶ用
（100g当り）...............................................238円+税

国産牛（交雑種）もも冷しゃぶ用
（100g当り）...............................................440円+税

涼感

涼感

涼感
涼感

快適 快適
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※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。※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

■交換された『まるひろポイントプレミアムお買物券
1,100円分』は、その日からまるひろでのお買物に
ご利用いただけます。
※交換は「本カード名義ご本人様」のみとなります。また家族カードでの
　交換はできませんのでご了承ください。

※本券は、商品券など各種金券類の購入、チケット、たばこ、収入印紙等、および
　まるひろポイントがご利用いただけない売場、そのほか店舗の指定する商品
　にはご利用いただけません。

●川越店 ●飯能店 ●東松山店 ●入間店 ●上尾店 
●坂戸店 ●日高店 ●ららぽーと富士見店

●6階＝特設会場（午後6時まで）

永久不滅ポイント
『まるひろポイント
プレミアムお買物券』交換キャンペーン

飯能店1,700枚限定

6/27 30木 日飯能店：

交換場所

通常1,000円分のところ100円もおトクです！

まるひろポイント
プレミアムお買物券永久不滅ポイント 200ポイント 1,100円分期間中

交　　換　　期　　間 お買物券ご利用有効期限

8/31 まで2019年 土

予 

告

2019まるひろのお中元
彩の国から夏の贈り物 お中元ギフトコーナー開設中 Kobaton

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

川島町 秩父市

飯 能 店

〈埼玉県産他〉きゅうり
（3本）............................98円+税

やまと豚ロース生姜焼き用
（100g当り）.............198円+税

【魚力】〈チリ産〉銀鮭（ふり塩）
（養殖/1切）.............200円+税 〈茨城県産他〉とうもろこし

（1本）.........................98円+税
【魚力海鮮寿司】市場寿司
（8貫・1パック）.......690円+税

明星 一平ちゃん夜店の焼そば
（135g・1個）...............98円+税

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

フジパン ネオロール（バター・
レーズン・黒糖）
（6個・各1袋）........128円+税

アサヒコ 昔あげ
（2枚・1袋）.................78円+税

〈群馬県産〉（産地直送）
ほうれん草（1袋）98円+税

【魚力】国産しらす干
（150g）.................398円+税

国産牛（交雑種）小間切れ
肉（100g当り）......348円+税

【デリカ味彩】若鶏の竜田揚げ
（100g当り）..........188円+税

はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）.......198円+税

タカノ 極小粒カップ3
（30ｇ×3・1パック）......78円+税

〈山形県産〉さくらんぼ（佐藤錦）
（1パック）.................498円+税

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5枚・1パック）.........388円+税

【魚力】〈台湾産〉きはだまぐろ
（刺身用）
（解凍/100g当り）....198円+税

冷凍食品 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）398円+税

イトーセーブ ゆめぴりか
（5㎏・1袋）.......1,880円+税
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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
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〈宮崎県産他〉南瓜
（100g当り）..................58円+税

〈アメリカ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（1個）.....128円+税

【魚力】〈ロシア産〉辛子明太子
（生食用）（300g）..590円+税

〈アメリカ産〉ネーブルオレンジ
（ピュアスペクト）
（1袋）....................298円+税

【魚力海鮮寿司】海鮮丼
（1パック）..............500円+税

ホソヤ昭和生まれの贅沢
焼売・餃子・春巻
（各1パック）..........178円+税

明星 中華三昧（広東風醤油拉麺・
105g/北京風塩拉麺・
103g/各1袋）...............88円+税

〈メキシコ産〉アボカド
（1個）....................158円+税

【魚力】刺身盛合せ 2点盛
（1パック）..............500円+税

明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト
（78ｇ×4・1パック）......98円+税

サトウ コシヒカリ3食パック
（200g×3・1パック）298円+税

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）........178円+税

マ・マー チャック付結束スパゲティ
（1.6mm/1.8mm/
600g・各1袋）...........198円+税

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（600g・1本）598円+税
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〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
グリーンキウイフルーツ
（1個）...........................98円+税

プリマハム 十勝グルメの便り
ロース生ハム
（100g・1パック）.......268円+税

【魚力】〈アルゼンチン産〉
赤えび（刺身用）
（解凍/10尾）...........500円+税 〈埼玉県川越市産〉（産地直送）

枝豆（1袋）...........298円+税
【魚力】刺身盛合せ 3点盛
（1パック）......1,000円+税

国産豚肩ロース切り落し肉
（100g当り）...........198円+税

【デリカ味彩】海鮮しゅうまい
（6個・1パック）.......268円+税

〈高知県産〉みょうが
（1パック）...................98円+税

【魚力海鮮寿司】海鮮巻き
（1パック）..............690円+税　

タカノ おかめツインパック豆腐
（絹/木綿/
200g×2・各1パック）..78円+税

味の素 瀬戸のほんじお
（1㎏・1袋）............158円+税

【デリカ味彩】よこすか海軍カレー
コロッケ
（4個・1パック）.......268円+税

JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）.......198円+税

カップ印 白砂糖
（1㎏・1袋）...............158円+税
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お1人様6本、先着900本限り
お1人様5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

先着合わせて50点限り

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200点限り お1人様5点、先着200点限り

先着合わせて100点限り

お1人様5点、先着200点限り

店頭表示価格
（税抜）よりレジにて5割引

先着50点限り

※一部商品を除く
先着50点限り 先着50点限り

先着50点限り

先着50点限り

LINEをご登録のうえ、6月30日（日）までに
ギフトセンターで、ご購入いただくと
全国送料無料ギフト　　  が

※他の割引サービスとの併用は出
　来ません。

※他の割引サービスとの併用は出来ません。

期間中、2019年の他社ギフト申込書をご持参の上、新規に
お中元ギフトコーナーにて10,000円+税以上お買上げで
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。

乗り換えキャンペーン 

※詳しくは売場係員にお尋ねください。

◆7/29（月）まで

　 「全国送料無料」商品（常温品のみ）は
店頭にてお持ち帰りで
ご購入されますと

お持ち帰り
割引

LINE
割引

10%OFF

10%OFF

　　全国送料無料

　　全国送料無料

〈COEDO〉
丸広 アニバーサリーエール ケルシュ
（丸広アニバーサリーエールケルシュ
630㎖×3）
........................................3,000円+税

〈池利〉埼玉野菜を使った三輪素麺
（MYS-30）......................3,000円+税

〈金笛〉丸広70周年記念 オリジナル
クラフト醤油詰合せ
（OK-30）.........................3,000円+税

〈秩父豚肉味噌漬本舗せかい〉
秩父豚肉味噌漬
（550g）...........................3,000円+税

全国
送料無料

全国
送料無料

全国
送料無料

配送料
込み

限定品 限定品 限定品

◆7月29日（月）まで（最終日は午後4時閉場）　◆2階＝催場 　　　　　　　にこれからご登録
いただくと、同様のサービスを受ける
ことができます。

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。

※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 水 金6/28

26
水
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夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

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。27

木
限
り
の
お
買
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夕市夕市 午後4時からのお買得
※数に限りがございます。

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。28

金
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。

6/26
チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。


