
0120-100-617®
KOMEHYO 買取イベントお問い合わせ窓口  〈受付時間〉

 10：30～19：00※お電話の際は、イベント開催場所をお伝えください

買取イベント
宝石・貴金属、ジュエリー、時計、ブランドバッグ、ブランド小物買取品目：

午前10時～午後6時30分 ※最終日は午後5時まで受付時間： 3階 特設会場開催場所：

坂戸店1階 「イタリアン・トマト CafeJr.」で使えるドリンクチケットプレゼント
※20歳未満の方からの買取りはいたしかねます。※買取りの際は運転免許証など有効期限内のご本人様確認書類をお持ちください。

お気軽に
お越しください

査定料･手数料

0円！12/15水
▼

12/28火

開催期間

12/1水坂戸店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒350-0229 坂戸市薬師町28-1 ☎049（288）0001（代表）

営業時間：午前10時～午後7時

2021

予告

お客様へのお願い

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

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。

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

アプリの無料
ダウンロードは
こちらから

ダウンロードすると今すぐ使えるクーポンがもらえる！
まるひろ公式「アプリ」会員募集中！ 登録

無料

-iPhone- -Android-
で検索まるひろアプリストア

冬冬のの
まるひろ
全 館

今年1年の感謝を込めて、特別プライスでお届けします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）
カジュアルバッグ各種

20点
限り

【2階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）
紳士手袋各種

30点
限り

【2階＝紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）
紳士ダウンベスト各種

10点
限り

【2階＝紳士服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）
もこもこナイティ各種

20点
限り

【3階＝婦人ナイティ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,000円（税込3,300円）
玩具お楽しみ袋

各５点
限り

【3階＝玩具】

20点
限り

【3階＝家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,500円（税込1,650円）
ムートンクッション各種

30点
限り

【3階＝リビング】

・・・・・・・・・・・・・本体価格40,000円（税込44,000円）

〈西川〉
デュエット羽毛ふとん
（ふとん側：ポリエステル100％、詰めもの：フランス
ホワイトダックダウン90％・フェザー10％、
詰めもの重量：合掛け0.8kg・肌掛け0.3㎏）

3点
限り

【3階＝寝具】

　12月7日（火）まで
　2・3階にて開催

※写真は一例です。

※ポイントサービスの対象外となります。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。

※写真はイメージです。

ジャパンクオリティで
確かな品質。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※イラストはイメージです。

◆12月7日（火）まで〈最終日は午後4時閉場〉
◆1階＝特設会場

なめらかな手触りで
リッチなダルメシアン柄
エコファーバッグと
エンボス加工の
モノグラム柄牛革
財布の
ご紹介です。

【長野県・信州楽市】特別販売

◆12月8日（水）～14日（火）
◆1階＝食料品特設コーナー

      【ガトーフェスタ ハラダ】
期間限定販売会

予告

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800円
（税込864円）

グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート／
簡易大袋（10枚入）

・・・・・・・・・・・・・・本体価格650円（税込702円）
生そば3人前
（麺300ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・本体価格907円（税込980円）
【田中屋】雷鳥の里
（16個入）本体価格14,000円

（税込15,400円）

限定色2点の
おまとめ買いで

※キャンペーン対象カラーのみとなります。
※数に限りがございます。

◆12月7日（火）まで
◆2階＝婦人服特設コーナー

表地はあったかウール、
裏地は〈天使の綿シフォン〉の
2層仕立ての暖かさを
体感ください。

〈天使の綿シフォン〉
ウールプラスおまとめ買い

キャンペーン

2点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）

〈北陸アルミ〉ふかみIH対応
フライパン26cm
（アルミニウム（内面はダイキンsilkwareSD加工）／
ガス火・IH（100V・200V）対応）

男の子・女の子

お楽しみ袋

クリスマスギフト提案

・・・・・・・・本体価格12,600円（税込13,860円）

〈ELLE〉
2WAYファーバッグ（ポリエステル×合成皮革）

・・・・・・・・本体価格11,000円（税込12,100円）
Ｌ字ファスナー長財布（牛革）

【2階＝ハンドバッグ】

初
出店



※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。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈埼玉県産他〉
ほうれん草（1袋）

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈秋田県産〉
生椎茸（菌床栽培）
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格580円
（税込627円）

【東信水産】〈香川県産〉
オリーブぶり切身
（養殖／2切）

・・・・・・・・・本体価格790円
（税込854円）

【魚力】〈アルゼンチン産〉
天然赤えび
（刺身用・解凍／10尾）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

日本ハム 
シャウエッセン
（127g×2・1束）

・・・・・・・・・本体価格199円
（税込215円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉鍋物用切り落し
（ロース）（100g当り）

・・・・本体価格 各198円
（税込 各214円）

キユーピー 
マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）

・・・・・・・・・本体価格578円
（税込625円）

紀文 
紀文の季節
（11種21品）

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

オープニングスペシャルサービス12/1水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈埼玉県産他〉
きゅうり
（2本）
お1人様4本・各店先着600本限り

●〈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〉
えのき茸
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈フィリピン産他〉
バナナ
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈メキシコ産他〉
アボカド（1個）

本体価格780円（税込843円）

【東信水産】〈スペイン産他〉
本まぐろ切落し（約90g・1パック）

本体価格590円（税込638円）

【魚力】〈北海道産他〉
寒ぶり（切身）（3切）

本体価格148円（税込160円）

丸美屋 麻婆豆腐の素
（甘口・中辛・辛口／各1個）

本体価格178円（税込193円）

西武酪農
酪農3.6牛乳（1000㎖）

本体価格358円（税込387円）

【デリカ味彩】
大粒カキフライ（4粒）

本体価格158円（税込171円）

パスコ 超熟食パン
（4枚・5枚・6枚・8枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚 ステーキ・ソテー用各種
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格580円（税込627円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉すき焼き用（モモ）（100g当り）

お1人様2個・各店先着200個限り

※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。

※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・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。

2木 3金 4土 5日

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈山梨県産〉
あんぽ柿
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格680円
（税込735円）

【東信寿司】
本まぐろ鉄火丼
（1折）

・・・・・本体価格238円
（税込258円）

〈群馬県産〉
やまと豚
ロース肉各種
（切り身・うす切り・
生姜焼・しゃぶしゃぶ用／
100g当り）

・・・・・本体価格399円
（税込431円）

【肉処せんや】
〈宮崎県産〉
日南どり鍋物用セット
（モモ切身200g・
つみれ用180g・1パック）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

味の素 
ほんだし
（160ｇ）

・・・・・・・・本体価格2,500円
（税込2,750円）

シャンパン＆
スパークリングワイン
くじ（750㎖・1本）

・・・・・・・・・本体価格128円
（税込139円）

雪印メグミルク 
ナチュレ恵
（プレーン・脂肪0／各400g）

※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・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
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。

お1人様2点・各店先着200点限り

各店先着20折限り

お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈埼玉県産〉
長ねぎ
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈青森県産他〉
サンふじ
（1袋）

・・・本体価格2,580円
（税込2,787円）

【東信水産】〈アメリカ産他〉
塩数の子
（約400g・1パック）

・・本体価格1,290円
（税込1,394円）

【魚力】
刺身盛合せ
（中とろ入り）（3点盛）

・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

〈国内産〉黒毛和牛
特上切り落し
（ロース・肩ロース／各100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛全品
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

本体価格1,880円
（税込2,031円）

産地精米
新潟しらゆき米（5kg）

本体価格2,180円
（税込2,355円）

山形つや姫（5kg）
本体価格 各168円
（税込 各182円）

明治
デイズキッチン
スライスチーズ・
とろけるスライス
チーズ
（各105g）

※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。

本体価格1,390円
（税込1,502円）

【魚力】
〈鹿児島県産他〉
国産生本鮪（中とろ）
（刺身用・養殖／
100g当り）

※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
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・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
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。

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

〈熊本県産〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈長崎県産〉
味まるみかん
（1袋）

・・・本体価格2,800円
（税込3,024円）

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（厚切・ふり塩）
（養殖・解凍／10切）

本体価格1,290円
（税込1,394円）

【魚力海鮮寿司】
本まぐろの
贅沢握り
（1折）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

国産牛（交雑種）
小間切れ
（100g当り）

2割引

【肉処せんや】
〈国内産〉平田牧場
三元もち豚しゃぶ
しゃぶ用各種
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

はごろも 
シーチキン
（Lフレーク／70ｇ×4缶）

・・・・・・・・・本体価格248円
（税込268円）

日本ハム 
石窯工房ピザ各種
（1袋1枚入）

※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
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・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・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。

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

12月14日（火）
 まで ※ご配送での承りは、

　12月18日（土）まで

ご予約
ご予約

12月22日（水）
 まで

ご予約受付

ご予約受付

◆各店・各階＝名店・特設コーナー

■各店・各階＝食料品

12/1水～5日

12/1水・2木 限り
12/3金限り

※天候、交通事情等により入荷が遅れる場合がございます。
※ポイントサービスの対象外となります。
※混雑状況により、整理券を配布する場合がございます。

※数に限りがございます。

※ビーカーの返却は行っておりません。

オーソドックスなカスター
ドプリン。天然バニラビー
ンズは粒が見える程ふん
だんに使いました。

クリスマスケーキ・
おせち

ご予約承ります。

◆12月20日（月）まで
◆各店・各階＝催場・特設会場

2021 まるひろのお歳暮

お歳暮ギフトセンター
好評開設中！◆12月1日（水）からの販売

◆各店・各階＝和洋酒

上尾店：先着60点限り／
他各店：先着36点限り

各店各日先着20点限り

目指せドンペリ！

※中身の見えないブラインド方式と
　なっております。
※写真は一例です。
※なくなり次第終了となります。

シャンパンハント

肉処せんや祭肉処せんや祭
肉処せんや祭肉処せんや祭

本体価格1,300円
（税込1,404円）

モンブラン（1台）

本体価格1,750円
（税込1,890円）

チョコレートケーキ
（レギュラー／1台）

本体価格1,100円
（税込1,188円）

チーズケーキ
（ミニ／1台）

・・・・・・本体価格680円
（税込735円）

カスタードプリン
（1個）

北海道特選の牛乳と
生クリームを使用した
マーロウ一番人気のプリン。
なめらかで濃厚な味わい。

・・・・・・本体価格750円
（税込810円）

北海道フレッシュ
クリームプリン（1個）

濃厚で甘味のあるマスカル
ポーネチーズとほろ苦い
コーヒーの組み合わせ。

・・・・・・本体価格950円
（税込1,026円）

ティラミスプリン
（1個）

スイーツフェア
【トップス】販売会 NEW 【マーロウ】販売会

東松山店・
坂戸店 計100点限り

12/4土限り入間店・
飯能店 計100点限り

12/5日限り上尾店
計150点限り
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