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飯能店 まるひろホームページは、こちらから➡
営業時間：午前10時～午後7時

http://www.maruhiro.co.jp

〒357-0025 飯能市栄町24番地4 042（973）1111（代表）

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。

婦人服

在庫処分の為！ 色・サイズ不揃いの為！

紳士服

在庫処分の為！

紳士雑貨

色・サイズ不揃いの為！

服飾雑貨

在庫処分の為！

服飾雑貨

在庫処分の為！

婦人服

在庫処分の為！在庫処分の為！

リビング

在庫処分の為！
5階＝寝具

在庫処分の為！
3階＝呉服・宝飾サロン

別会場

リビング

在庫処分の為！

子供服

色・サイズ不揃いの為！

婦人肌着・ナイティ

色・サイズ不揃いの為！

紳士肌着・ナイティ

紳士ニット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から
紳士シャツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
紳士コート各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から
メンズ・レディススポーツウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から

婦人カットアンドソーン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人カーディガン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人アンサンブル各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人ニット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から

紳士財布各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
紳士靴各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から
紳士手袋各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から
紳士マフラー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から

婦人靴下各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円+税から
婦人帽子各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人革小物各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人カジュアルバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から

婦人手袋各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円+税から
婦人傘各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人マフラー・ストール各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人ファー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から

婦人カシミヤニット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から
婦人プルオーバー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から
婦人ブランドニット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から
婦人アウター各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から

枕各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
タオル各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円+税から
バスマット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円+税から
スリッパ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税から

フライパン（ガス火）各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円+税から
ケトル各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
ボトル各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円+税から
エプロン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円+税から

パッドシーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から
あったかカバー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800円+税から
ダウンケット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円+税から
羽毛布団各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円+税から

着物・帯表地各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円+税から
和装小物各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から
皮ヒモ淡水ロングネックレス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円+税から
アフリカサンゴネックレス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円+税から

ボーイズウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税から
ガールズウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税から
子供シューズ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円+税から
子供パジャマ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税から

婦人ショーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330円+税から
婦人肌着各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円+税から
婦人あたたかインナー・ボトム各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税から
婦人ナイティ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から

紳士パジャマ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から
紳士肌着各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税から
紳士ホームウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税から
ブランドボクサーブリーフ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円+税から

※掲載商品につきましては、数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。
※混雑時には3つの密を回避するため、入場制限をさせていただきます。

ワケの分だ
け、

　お安くし
てます！ワケの分だ
け、

　お安くし
てます！

■2月24日（水）～3月1日（月）〈最終日は午後4時閉場〉■2階催場
■3階＝呉服・宝飾サロン／5階＝寝具

店舗＆従 業 員 の 取り組みお客様へのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとお願い

お客様同士、適度な距離を
保ってのお買物のお願い 

少人数でのご来店入店時の手指の消毒お客様へマスク着用の
お願い

マスク着用と
検温を実施します

定期的な換気と
消毒を行います

いつもより距離をとって
ご対応します

現金・カードはトレーにのせて
お預かり、お渡しいたします

混雑時には3つの密回避
のため、入場制限を実施

別会場

予告
3月1日（月）
【リトルマーメイド】
NEW SHOP
OPEN ◆2階＝名店

オープン記念プレゼント
3月1日（月）にリトルマーメイドにて
500円＋税以上お買上げのお客様に
パンの保存に便利な「ジッパーバッグ」を

差しあげます。
①午前10時から先着50名様
②午後4時から先着50名様
※各回なくなり次第終了となります。

理由あり
バーゲン
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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・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

・・248円+税

プリマハム 鍋三昧 
国産若鶏使用生つみれ各種
（1パック）

500円+税

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（振り塩）（養殖・
解凍／3切） ・・・・・・990円+税

【魚力海鮮寿司】
魚力市場寿司
（16貫） 298円+税

【魚力】〈茨城県産他〉
しらす干し
（100g当り）

・・・・・・・・・158円+税

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個） ・・・298円+税

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

・・・・・・・・・690円+税

国産牛（交雑種）特上
切り落し（ロース・肩ロース）
（100g当り）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉鍋物用切り落し各種
（ロース・肩ロース・バラ・モモ）
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

〈国内産〉黒毛和牛
小間切れ肉
（100g当り）

・・・・・・598円+税

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン
（600g） ・・・・・・・・・・・・・・各298円+税

明治 十勝カマンベール（90g）・
十勝生モッツァレラ（100g）

258円+税

【東信水産】〈アメリカ産他〉
銀たら切身（解凍／
100g当り）

【魚力】〈アルゼンチン産〉
赤海老（刺身用・解凍／
10尾） ・・・・・・・・・・・・1,080円+税

【東信寿司】本まぐろ入
握り寿司セット（9貫・1折）

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）

・・・各138円+税

・・・・・・・・・・各1,200円+税

フジパン 本仕込食パン（6枚・8枚）・
ネオバターロール・ネオレーズン
ロール（各6個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

サトウ 

切り餅パリッとスリット
（1kg）

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】〈国内産〉
牛肉切り落し（モモ）
（100g当り）

牛肉・豚肉すき焼き用・うす切り各種
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・218円+税

【魚力】〈アメリカ産他〉
真たら（甘口・昆布仕込み／
100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円+税

【東信寿司】
さば棒寿司
（1折）

26 27金25 木 土 28 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 各店食料品売場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・328円+税

サンヨー食品 サッポロ一番
（しょうゆ・みそ・しお／各5パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

【デリカ味彩】
ポテトフライガーリック
（100g当り）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・298円+税

〈熊本県産他〉
トマト
（1袋）・・・・・78円+税

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（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

・・・・・398円+税

〈愛媛県産〉
国産キウイフルーツ
（4個入）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・598円+税

〈熊本県産〉（糖度センサー
選別）デコポン
（1袋）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・498円+税

〈青森県産他〉
サンふじ
（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

【肉処せんや】〈国内産〉
平田牧場三元もち豚小間切れ
（100g当り）158円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛豚合挽肉
（100g当り） 680円+税180円+税・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円+税

国産若鶏もも肉
（100g当り）

・・・・各148円+税

紀文 マリーン（4本×3）・
まろやか仕込み竹笛
（4本）

1,080円+税498円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・各398円+税

はごろも シーチキンL 
フレーク・マイルド（各70g×4缶）

・・・・・・398円+税

かどや 
金印純正ごま油
（300g） 各208円+税

明治 おいしい牛乳・
おいしい低脂肪乳
（各900㎖）

オープニングセール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈宮崎県産他〉
 きゅうり
（2本）

お1人様4本・各店先着600本限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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

各店先着30折限り

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

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

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
なります。

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
なります。

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
なります。

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
なります。

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
なります。

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
なります。

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
なります。

※飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いと
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。
※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・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。

・・・・・・・・・・・・・・890円+税

【魚力】
ぶりたっぷり
盛合せ
（4点盛・1舟）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
なります。

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
なります。

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
なります。

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
なります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・398円+税

【東信水産】〈太平洋産他〉
めばちまぐろ刺身用柵
（解凍／100g当り）

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
なります。

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
なります。

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
なります。

※入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いと
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。

・・・・598円+税

笛木醤油 金笛
胡麻ドレッシング
（390㎖）

※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。

1,980円+税

産地精米 
新潟しらゆき米
（5kg）

※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

ひな祭り弁当・限定販売ご予約承ります。 ひな祭り特集
◆承り期間：2月28日（日）まで ◆お渡し：3月3日（水）限り ◆各店・各階＝名店・特設コーナー

◆2月24日（水）～3月3日（水） 
◆各店・各階＝食料品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,100円+税
　ひなまつり弁当
「ぼんぼり」（1折）

・・・・・・・・・・・・・・680円+税

木村九商店 
京風ちらし
（320g）

・・・・・・・・・・・・・・780円+税

七福 
白だし
（360㎖）

・・・・・・・・・・・・・・298円+税

酢屋亀本店 
善光寺 
門前甘酒
（360g）

・・・・・・・・・・・・・・650円+税

篠崎
国菊あまざけ
（985g）

・・・・・・・・・・・・・・598円+税

【デリカ味彩】
春のカニちらし
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・358円+税

【デリカ味彩】
新潟ゆのたに 
さくら餅
（3個入）

1,650円+税

　梅見御膳
（1折）

1,100円+税

　ゐざさ
雛ちらし
（1折）

※各店数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※献立内容が一部変更になる場合がございます。
※交通事情等により入荷が遅れる場合がございます。

【なだ万厨房】 【なだ万厨房】

【中谷本舗】

予告 ひな祭り弁当特別販売会 ◆3月3日（水）ひな祭り当日限りの販売

・・・・2割引

各店お1人様2点限り

※写真は
　イメージです。
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