
新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や臨時休業をする場合がございます。

⬆まるひろ
ホームページは、
こちらから

まるひろ
日 高 店

2020

12/23　　　水
営業時間： 午前10時～午後7時
日高市高麗川3-1-1 042-984-1111（代表）

http://www.maruhiro.co.jp

ファミリーまるひろ日高店
営業終了のお知らせ

日頃より、丸広百貨店をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
このたび、ファミリーまるひろ日高店は、2021年2月14日（日）をもちまして営業を終了することとなりました。
これまで賜りましたご愛顧に、心からの感謝を申し上げますとともに、
このたびの営業終了により、皆様にご迷惑・ご不便をおかけいたしますことを謹んでお詫び申し上げます。
営業終了日まで、従業員一同、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。
何卒変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

クリスマスパーティ特集
◆12月25日（金）まで※クリスマスケーキの販売は12月24日（木）・25日（金）となります。（【トップス】【シェ・レカミエ】は除きます。） ◆1階＝食料品

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※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。

・・・・・・4,000円+税

・・・・・・・3,000円+税

フレーズロゼ（直径約15ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円+税
【ルコント】タルトフレーズ
（直径約15cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,611円+税
【シェ・レカミエ】苺サンドケーキ5号
（直径約15ｃｍ）

・・・・・・・・4,400円+税

　【西洋銀座】
ショートケーキ
（直径約15cm）

　マネージュ
（直径約12ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・3,200円+税

　マロンドショコラ
（直径約12ｃｍ）

新宿高野

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900円+税

【ロイヤルパインズホテル浦和】
いちごのショートケーキ
（直径約15cm）

1,280円+税

　【東信寿司】
本まぐろ
赤身入り
握り寿司
10貫セット
（1パック）

・・・・・・・・・・3,611円+税

　【シェ・レカミエ】
生チョコケーキ
5号（直径約15cm）

・・・・・・・・698円+税

　【プリマハム】
ローストビーフ
（120g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円+税

　【デリカ味彩】
南部どりのローストレッグ各種
（醤油・塩／1本）

・・・・・・・・907円+税

　【ひびき】
クリスマスチキン
（1本）

・・・・・・・・・1,500円+税
・・・・・・・・・・・2,000円+税

婦人カットアンドソーン
婦人ニット

・・・・・・・・・・・・・・741円+税
　【インディアンキッチン】
タンドリーチキン（4本入）

・・・・・・・4,000円+税

　【デカダンス 
ドュ ショコラ】
ノエル 
シャンティ
（直径約12cm）

・・・・・・・3,000円+税

　【モロゾフ】
きらめく聖夜
（直径約15ｃｍ）

・・・・・・・3,000円+税

　【ユーハイム】
ショコラショート
（直径約12cm）

2,480円+税

　【和幸】
パーティー
セットＳ
（1パック）・・・・・・・・・・・180円+税

　【デリカ味彩】
サクうまチキン
（1本）

2,000円+税

　【北京飯店】
中華
オードブル
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,750円+税
　【トップス】チョコレートケーキレギュラー
（長さ約18.5×6.1cm）

まるひろ
オリジナル

※12月23日（水）～25日（金）の販売となります。

※12月24日（木）のみ
の販売となります。

※12月23日（水）～
25日（金）の販売と
なります。※12月23日（水）～25日（金）の販売となります。

ウインターセール◆12月23日（水）～27日（日） ◆2階にて開催

【婦人洋品】 2,000円+税
・・・・・・・・・・・2,000円+税起毛カジュアルシャツ

裏ボアトレーナー 【紳士洋品】 ・・・・・2,100円+税
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税婦人帽子

婦人マフラー 【婦人雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円+税IH対応すき焼き鍋
【リビング】

こびりつきにくく汚れも落としやすい「フッ素樹脂加工」。

ファミリーまるひろ日高店 店長



12/23水

※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・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。※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。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

サッポロ ヱビス・サントリー 
ザ・プレミアムモルツ（各350㎖×
6缶・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

各1,200円+税

パスコ 超熟食パン各種
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各178円+税

キユーピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）

JA農協たまご
農協たまご
（10個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円+税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【肉処せんや】（国産鶏肉
使用）若鶏ローストレッグ
（1本）

・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

〈岩手県産〉南部どり
骨付きもも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円+税

【魚力】〈青森県産他〉
ベビーホタテ（生食用・解凍／
300g）

480円+税

【東信水産】
〈チリ産他〉スモークサーモン
（養殖／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・980円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・1,490円+税

【魚力】〈長崎県産他〉
国産生本まぐろ尽くし4点盛
（養殖・1舟）

・・・1,680円+税

国産牛（交雑種）
サーロインステーキ用
（約200g・1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・780円+税

【東信寿司】
手巻き寿司セット
（5本・1折）

25 26金24木 土・27日

食料品 まるひろ各店共同企画 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 ●日高店 各店食料品売場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個） 380円+税

〈フィリピン産〉ゴールデン
パイン（ブロックカット）
（約500g入・1パック）

オープニングスペシャルサービス98円+税 均一98円+税 均一

青
果

●〈熊本県産他〉
　ミニトマト
（100g当り）
お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円+税

ストー ほたて貝柱水煮割肉
（95g×2）

キリン トロピカーナ
手しぼり果実感各種
（900㎖・1本）・・・・・・・・・・・188円+税

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円+税

【デリカ味彩】
おつまみチーズ巻き
（9本）

・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・690円+税

【魚力】〈アルゼンチン産〉
赤海老（刺身用・解凍／10尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198円+税

国産豚ロース肉うす切り
（100g当り）

1,080円+税

【東信水産】本まぐろ
中とろ入刺身3点盛合せ
（各3切・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（1パック） 598円+税

〈長野県産〉
市田柿
（約160g入・1パック）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈グアテマラ産他〉
バナナ
（1袋）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円+税

マルちゃん 正麺
（醤油・味噌／各5食入）

笛木醤油 
金笛胡麻ドレッシング
（390㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・1,180円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛うす切り（肩ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【魚力】
魚力厳選
蒲鉾紅白セット
（1セット）

牛肉・豚肉各種（すき焼き用・
うす切り）店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・480円+税

【東信水産】
〈北海道産〉酢たこ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

〈愛媛県産〉（糖度センサー
選別）ノーワックスみかん
（1袋）

各日お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円+税

産地精米 新潟しらゆき米
（5kg）

紀文 紀文の季節
（11種21品）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

各日お1人様2点・各店先着100点限り

●〈新潟県産〉
まいたけ
（1パック）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈長野県産他〉
えのき茸
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈北海道産〉
玉ねぎ
　（3個）
お1人様6個・各店先着900個限り
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※飯能店・東松山店・上尾店・
日高店でのお取扱いとなります。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

◆12月25日（金）～31日（木）◆各店・各階＝食料品

1,525円+税

伊達巻
（220g）

・・・・・1,750円+税

栗きんとん
（240g）

775円+税

田作り
（20g）

・・・・1,350円+税

黒豆（丹波黒
大豆使用／100g）

・・・・・・・各1,150円+税

紅小袖蒲鉾・
白小袖蒲鉾
（各165g）

各店お1人様2点限り

■【紀文】甘鯛入り国産すり身使用蒲鉾
寿陽（紅・白）（各250g・1本）・・・・・・・・・・・・・1,000円+税
4

■【鈴廣】特上御蒲鉾ハーフ（紅・白）
（各170g・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税
3

■【籠淸】上小板蒲鉾（紅・白）
（各255g・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円+税
2

■【鈴廣】上小板蒲鉾（紅・白）
（各260g・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,180円+税
1

■1 ■2

■4■3

■【紀文】年神様おもてなしセット元旦
（紅白蒲鉾・伊達巻・栗きんとん・黒豆・昆布巻・祝箸入／
6品・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,080円+税

4

■【三嘉】国産昆布巻
（12個入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円+税
3

■【江戸一】丹波大黒豆
（140g・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円+税
2

■【三嘉】国産栗きんとん
（200g・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,580円+税
1

■1 ■2

■4
■3

■1 ■2 ■3

蒲 鉾 煮豆・セット物伊達巻・なると巻

■【紀文】ぐち入なると巻
（135g・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円+税
3

■【鈴廣】伊達巻 中
（560g・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円+税
2

■【紀文】鯛入り伊達巻 福録
（350g・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円+税
1

【東信水産】は23●限り水
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予告

年末は混雑が予想されますのでお早めにご利用ください。


