
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

2021

1/20　　　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

【婦人洋品】

・・・・・・・・・・5,000円+税からダウンコート各種

【紳士洋品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円+税からコート各種
【服飾雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円+税から
婦人カジュアル
バッグ各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円+税から
婦人レザーバッグ各種

【リビング】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円+税
【リビング】

・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円+税から

〈西川〉羽毛掛けふとん
（素材：ホワイトダックダウン85％／1.2kg）

マルチカバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から玄関マット

【婦人洋品】

20,000円+税から

アンサンブル
ワンピース
各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　98,000円+税

パールネックレス
（9～9.5mm珠）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　8,800円+税

Sv黒蝶パールブラックスピネルネックレス
（10～10.5mm珠／キュービック付）

ご愛顧感謝SALE◆1月20日（水）～26日（火） ◆2階にて開催

◆2階＝特設会場〈最終日は午後2時閉場〉パールバーゲン婦人コートバーゲン

紳士コートバーゲン バッグ
バーゲン

羽毛ふとんバーゲン 敷物バーゲン

ブラックフォーマル
バーゲン

◆2月14日（日）まで
◆1階＝特設コーナー

◆1月24日（日）まで◆1階＝特設コーナー

バレンタイン チョコレートセレクション

日高店では ①「まるひろ友の会」のご入退会・お積み立て・満期交換、②「まるひろMクラブ」のご入退会、
③「商品券他金券類」の販売も2月14日（日）までとさせていただきますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

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。

友の会お積立てカード、Mクラブカード、スターカードは近隣の川越店・飯能店・入間店・坂戸店にてご利用いただけます。
今後のご利用をお待ちいたしております。

2点限り

各色5点・計10点限り

5点限り

20日（水）・23日（土） 21日（木）・22日（金）

24日（日）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　800円＋税
【乃が美】「生」食パン（2斤・1本）

【京都祇園ボロニヤ】
デニッシュ食パン
プレーン（1.5斤）

各日お1人様2点・先着270点限り

各日先着60点限り

※午前9時30分より南側入口にて整理券を
　お配りいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・741円＋税

【トミーズ】
あん食（1.5斤）

先着108点限り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円＋税

ウィーク

【ゴディバ】
1きらめく想い ハート
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税
2きらめく想い G キューブ 
アソートメント ミニハート缶
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税
395周年 アニバーサリー 
アソートメント
（１０個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税

1

2

3

※一部割引除外品もございます。第1弾



1/20

※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

・・・・・・・・・・380円+税

日本ハム 
シャウエッセン（127g×2・
1束）

350円+税

【東信水産】〈ロシア産他〉
辛子明太子
（100g当り） ・・・・・・300円+税

【魚力】〈熊本県産他〉
活あさり
（500g） 590円+税

【魚力】〈日本産（太平洋
海域）他〉めかじき切身
（解凍／4切）

・・・・・・・・・158円+税

〈長崎県産〉
ブロッコリー
（1個） ・・・・・・・・158円+税

〈埼玉県産他〉
ほうれん草
（1袋）

・・・・・・690円+税

【魚力】〈広島県産他〉
加熱かき
（400g）

1,980円+税

堀商店 新潟県
岩船産コシヒカリ
（5kg）

・・・・・498円+税

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろ切落し（約140g・
1パック）

牛・豚・鶏各種
小間切れ・切り落し肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 980円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛うす切り（モモ）
（100g当り）

〈国内産〉黒毛和牛
肩ロース肉すき焼き用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・198円+税

はごろも 
シャキッとコーン
（3缶入）

・・980円+税

【東信水産】
海鮮鍋セット
（1パック）

・・・・・・・・・・・・890円+税

【魚力】
〈沖縄県産他〉
活車海老
（養殖／8尾）

・・・・・・・・・・・・1,080円+税

【東信水産】刺身
6点盛合せ（1パック）

フジパン 
本仕込食パン（6枚・8枚／
各1袋）

各1,468円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円+税

（芋焼酎）黒霧島 25度パック・
（麦焼酎）いいちこ 25度パック
（各1.8ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円+税

日清 カップヌードル
（しょうゆ・シーフード・カレー／

各1個）

JA農協たまご 農協たまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【肉処せんや】
国産牛肉
手造りハンバーグ
（120g・1個）

〈群馬県産〉やまと豚
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149円+税

【魚力】〈兵庫県産他〉
しらす干し（生食用／100g当り）

・・・・・・・・・・・・500円+税

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭
切身（振り塩）（養殖・解凍／
3切・1パック）

22 23金21 木 土 24 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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈グアテマラ産他〉
バナナ
（1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【デリカ味彩】ぶり竜田揚げ
（国産ぶり使用）
（100g当り）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・158円+税

〈埼玉県産〉
長ねぎ
（1袋）・・・・・・・・・298円+税

〈熊本県産〉
トマト
（1袋）

お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様2点限りお1人様1ケース（6点）限り

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・498円+税

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

〈秋田県産他〉
サンふじ（4個入・1袋）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・398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）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

〈静岡県産〉（樹熟採取）
みかん（約1ｋｇ入・1袋）

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

368円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉小間切れ
（100g当り）・・・・98円+税

【肉処せんや】〈豪州産〉
牛肉・国産豚肉牛豚合挽肉
（100g当り） 118円+税

〈岩手県産〉
南部どり手羽元
（100g当り）

・・各278円+税 ・・・598円+税

明治 十勝カマンベール
（90g）・十勝生モッツァレラ
（100g）

800円+税980円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（肩ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

紀文 
紀文の季節
（11種21品）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円+税

・・・・・・・・・・・・・・・各298円+税

森永製菓  
甘酒（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・258円+税

ミツカン 味ぽん
（600g）

・・・・・・・各208円+税

明治 おいしい牛乳・
おいしい低脂肪乳（各900㎖・
1本）

オープニングスペシャルサービス

お1人様4本・各店先着600本限り

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈宮崎県産〉
 きゅうり
（2本） ・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【デリカ味彩】
真いかリング唐揚げ
（100g当り）

水

各店先着100パック限り お1人様1ケース・各店先着20点限り

※入間店・東松山店・坂戸店・
日高店でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店・
日高店でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店・日高店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店・日高店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店でのお取扱いと
なります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。

※飯能店・上尾店でのお取扱いと
なります。
※飯能店・上尾店でのお取扱いと
なります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

笛木醤油 金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖）

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

・・・・・2割引

バレンタインチョコレート
〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

オンラインショップご予約販売

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・650円+税

2月2日（火）は節分です。
まるひろの恵方巻ご予約承ります

こうふく巻
（ハーフ）
（直径約5cm×

長さ約9.5cm）

キッコーマン いつでも
新鮮まろやか発酵 
特選しょうゆ・
減塩しょうゆ
（各620㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

魚沼新潟物産 
八海山酒粕
（500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各138円+税
明治 ブルガリアヨーグルトLB81・そのままおいしい脂肪0（各400g）・
ブルガリアフルーツヨーグルト（75g×4）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円+税

赤羽商店
瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚）

・・・・・・・・・・・208円+税

ブルボン味ごのみ
梅しそ風味
（95g）

・・・・・・・・・248円+税

ブルボンチーズおかき
梅しそ味
（21枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【デリカ味彩】
豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え
（100g当り）

【なだ万厨房】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

明神太巻寿司
（ハーフ）
（直径約5cm×

長さ約9cm）

【神田明神下みやび】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円+税

料亭の恵方巻
（ハーフ）
（直径約5cm×

長さ約9cm）

【わらびの里】

 食料品お買得 ◆1月20日（水）～24日（日）  ◆各店・各階＝食料品

・・・・・・・・・・・・・・・各228円+税

ネスレキットカットミニ
（15枚）・オトナの甘さ
（14枚）・オトナの甘さ
濃い抹茶（13枚）

◆承り期間：1月31日（日）まで
◆お渡し日：2月2日（火）限り
◆各店・各階＝名店・特設コーナーWEB

ご予約

　　　
         　　　　　 　世界中から厳選したカカオ豆の焙煎
から全製造工程が自社工房で一貫して行われ、
アラン・デュカス氏の料理哲学に基づいた素材の風味際立つ
ショコラに仕立てられています。

デクヴェルト 詰め合わせ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,600円+税
オンラインショップのみでご注文いただけます。

　 　※店頭販売はございません。

https://www.shop-maruhiro.jp

店舗でのお渡しも承ります。（オンラインショップでご注文ください。）

対象店舗

ご予約期限 お渡し期間

川越店・飯能店・入間店・東松山店・
上尾店・坂戸店・日高店

※詳しくはWEBをご確認ください。
※数に限りがございます。

検索まるひろオンラインショッピング

2/4木まで 2/10水～14日

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。


