
⬆まるひろ
ホームページは、
こちらから営業時間：1階 午前10時～午後7時30分／2階 午前10時～午後7時

日高市高麗川3 -1-1 042-984 -1111（代表）

まるひろ
日 高 店

2019

1/23水

※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。

●日高店 次回店休日のご案内 2月19日（火） ※飯能店は営業しております。
   ぜひご利用くださいませ。

まるひろMクラブカードはセール品でも
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

2BUY
SALE

まとめて、オトク！

※対象商品に限ります。
※まるひろMクラブカードのポイント
対象外となります。予めご了承くださいませ。

⬇売場では、
このスタンド
が目印です。

◆1月29日（火）まで ◆2階にて開催

更に更に

10%
OFF!

お買上げで

対象商品

2点以上2点以上

全館冬の最終処分！
婦人洋品・婦人肌着・
婦人ナイティ

参加売場

参加売場参加ブランド 参加売場
2階 リビング2階 

婦人服

2階 
紳士服

　　　　紳士洋品・紳士雑貨・
スポーツ・紳士肌着・紳士ナイティ 2階 服飾雑貨

参加ブランド

お好きな
2点で

3,402円

10%
OFF!合計でプラス

・・・・・・・1,620円

婦人
カットアンド
ソーン各種

【婦人洋品】

・・・・・・・2,160円

婦人
ナイティ各種

【婦人ナイティ】

お好きな
2点で

4,374円

10%
OFF!合計でプラス

お好きな
2点で

1,944円

10%
OFF!合計でプラス

プラス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
紳士アルパカ混セーター各種
（アクリル80％・毛15％・アルパカ5％）

【カジュアル】
1,620円紳士トレーナー各種
【カジュアル】

・・・1,080円フェイクファー各種
【婦人雑貨】

・・・・・・・・・・1,080円婦人帽子各種
【婦人雑貨】

例えば

例えば 例えば

3,780円ラウンドマット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
婦人ウォッシャブルカシミヤニット各種
（全10色）

　【インテリア】 ・・32,400円羽毛ふとん 　【寝具】

例えば

オトクのファイナルチャンス！ 欲しいものまとめ買い！

1月25日（金）スタート！予告 プレミアムウィンターバザール!

参加売場
ハンドバッグ・婦人雑貨・スタジオJ

参加ブランド

2点
買うと 10%OFF! 3点

買うと
20%OFF!

食器・家庭用品・寝具・インテリア ※一部除外品がございます。

婦人服カシミヤバーゲン
◆2階＝婦人服

クイーンサイズバーゲン
◆2階＝大きいサイズ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円紳士コート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円紳士ブルゾン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円婦人コート（LL・3L）
・・・・・・・・・2,160円から婦人ニット各種（LL・3L）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から
②シェニールマット
（約50×80cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から
①ふわふわタッチ･ラグ
（約185×185cm）

紳士アウターバーゲン
◆2階＝紳士服

敷物バーゲン
◆2階＝リビング

※写真はイメージです。

※リビング売場のみの
対象となります。

婦 人 服 子 供 服紳 士 服

① ②



※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
※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 日1/271/23

年間お買上げ総額に応じて
ポイント進呈率アップ！

・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！

売場にてカード提示で有料駐車場

2時間無料！
　 1,000円お買上げで
　 4時間無料
さ
ら
に

おトク

11
おトク

22

おトク

33
3%

5%
7%

10%

3%
5%

7%
10%

ポイント進呈
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
進呈率が変わります。 ※一部除外店舗・売場がございます。

まるひろスターカード新規会員募集中！
●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： 日高店＝1階サービスカウンター

22ポイント

1/26（土）は食料品

©ADO MIZUMORI

〈宮崎県産他〉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）
〈長野県産他〉えのき茸（1袋）
〈青森県産〉ごぼう（カット）（1袋）

丸広 一等小麦粉1００％使用パン粉（230ｇ・1袋）
Ｓ＆Ｂ とろけるカレ－（中辛/辛口/180g・各1箱）
Ｓ＆Ｂ おでんの素（80g・1箱）
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）
森永 マウントレーニア カフェラッテ各種（240㎖・各1個）
紀文 はんぺん（2枚・1パック）
東海 キューちゃん（100g・1袋）

24木限りのお買得 25金限りのお買得 26土限りのお買得 27日限りのお買得24木限りのお買得 25金限りのお買得 26土限りのお買得 27日限りのお買得

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

写真はイメージです

【デリカ味彩】フライ・コロッケ
各種（1個）..................................99円

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

サトウ 切り餅パリッとスリット
（1㎏・1袋）...............................599円

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

フジパン 
大福みたいな
ホイップあんぱん
あまおう苺・
ゆべし風蒸しぱん
（黒ごま）
（各1個）..........99円

【東信水産】〈ロシア産他〉甘塩
紅鮭切身（2切）.......480円

〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋）...........................................99円

【東信水産】〈韓国・太平洋沖産他〉
めばちまぐろぶつ切り
（1パック）................................498円

【東信水産】
〈北海道産〉
真ほっけ干物
（1枚）..580円

【東信水産】
〈北海道産〉
真ほっけ干物
（1枚）..580円

〈長野県産〉市田柿
（1パック）...................599円

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

堀商店 
新潟県
岩船産
コシヒカリ
（5㎏・1袋）

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

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）...........179円

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

〈ノルウェー産他〉生サーモン
刺身（養殖/1パック）580円

明治 十勝まろやかヨーグルト
（78g×4・1パック）...........99円

国産牛豚合挽肉
（100g当り）...............179円

【デリカ味彩】チキンステーキ
（照り焼き）（1パック）280円

【デリカ味彩】三元豚のメンチ
カツ（4個・1パック）...280円

【デリカ味彩】広島県産カキ
フライ（7個・1パック）399円

【和幸】ロースかつ
（1枚）...................340円

【たごさく】帆立おこわ
（200g）................540円

【ひびき】やきとり詰合せ
（6本・1パック）......994円

【北京飯店】麻婆茄子
（100g当り）..........270円

お1人様4本、先着400本限り
お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点、先着200点限り

先着合わせて200点限り

お1人様2点、先着100点限り 先着合わせて200点限り

先着100点限り
先着100点限り

先着合わせて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

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

〈栃木県産〉とちおとめ
（1パック）...................499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
〈静岡県産〉樹熟採取青島
みかん（1袋）..........599円

〈埼玉県産他〉長ねぎ
（1袋）.........................159円

〈沖縄県産〉南瓜
（100g当り）.....................79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
〈熊本県産〉グミニーミニ
トマト（1パック）......299円

〈秋田県産〉糖度センサー選別
サンふじ（4個入・1袋）499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

各日先着100点限り

先着200点限り

先着200点限り

お1人様6本（1ケース）限り

99円均一セール99円均一セール1／23水　オープニングスペシャルプライス

写真はイメージです

豚肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

2割引

〈群馬県産〉特選
黒毛和牛（A‒5）
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※一部商品を除く

写真はイメージです

〈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

写真はイメージです

〈岩手県産〉南部どり【デリカ味彩】チキンチーズ
大葉巻き
（6個・1パック）...........399円

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 3割引

先着20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

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

【東信水産】握り寿司
（10貫・1折）......................880円

【デリカ味彩】ぶり照り焼き
弁当（1パック）................350円

サトウ コシヒカリ3食パック
（200g×3・1パック）...........399円

【東信水産】〈兵庫県産他〉ちりめん
じゃこ（1パック）.................498円

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

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。

1/23（水）～27（日）今週の

LAC a niceLAC a nice メリーチョコレート
ザ スタイル

メリーチョコレート
ザ スタイル

ゴディバゴディバ

ヨックモックヨックモック レオンｂｙモロゾフレオンｂｙモロゾフ

メリーチョコレート
マ プティット ミネット
メリーチョコレート
マ プティット ミネット

リサ ラーソン×ユーハイムリサ ラーソン×ユーハイム

モンルルモンルル スヌーピーｂｙグランフールスヌーピーｂｙグランフール

ショコラムエット
（7個入）................................1,620円

トリュフ
アソートメント
（9個入）................................1,296円

ショコラ 
シガール
（6本入）

1,620円
アンバサダー
（7個入）........................................864円

ベルジアン 
フェイバリット
アソートメント
（6粒入）

.............2,808円

Ｇキューブ
アソートメント
ハート缶
（10粒入）

........2,160円

ティミッド（9個入）
.............1,080円

ミルフィーユ 
（ルビー＆スイート）
（9個入）.................................1,080円

ショコラポーチ
（18個入）..............................1,620円

スヌーピーベースボール缶
（7個入）................................1,188円

CHOCOLATE SELECTIONCHOCOLATE SELECTION

キッコーマン
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1000㎖・各1本）

.........299円

22ポイント
1/25（金）は「東信水産」
「東信寿司」に限り
1/25（金）は「東信水産」
「東信寿司」に限り

26㈯・27㈰限り

数量
限定

※午前10時～午後6時まで
試食販売会実施

NEW
NEW NEW

NEW◆2／14（木）まで　◆1階＝特設会場

ⒸLISA LARSON


