
　　　　 
【竹浪酒造店】七郎兵衛 
純米吟醸 美山錦（720㎖）
・・・・・・・・・・・本体価格1,600円

（税込1,760円）

上尾店 5/26木

2022

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

〒362-0036 上尾市宮本町1-1 048（777）1111（代表）
上尾駅東口

営業時間：午前10時～午後7時30分

【ガトーフェスタ ハラダ】期間限定販売会
◆5月26日（木）～31日（火） ◆地階＝特設会場 ※ポイントサービスの対象外となります。

岩手県
【いわて銀河プラザ】

宮城県
【宮城ふるさとプラザ】

●5月26日（木）～31日（火）〈最終日は午後4時閉場〉  ●6階催場

※写真は全て盛り付け例です。※数に限りのある商品もございます。品切れの際はご容赦ください。

後援：（一財）VISITはちのへ／（公社）弘前市物産協会／（株）秋田県物産振興会／岩手県産（株）

（公社）山形県観光物産協会／（公社）宮城県物産振興協会／（公財）福島県観光物産交流協会

※当物産展でのお買物はポイントサービスの対象外となります。
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東 北 物産展

本体価格500円（税込540円）

　グーテ・デ・レーヌ／
簡易箱（3個入）

本体価格750円（税込810円）

　グーテ・デ・ロワ 
カカオ／簡易小袋
（2枚入×8袋）

まるひろランドセルフェア＆おもちゃバーゲン
スターカード・まるひろMクラブカードを
お持ちのお客様は、ご購入10%OFF!

●6月2日（木）～6日（月）〈最終日は午後4時閉場〉 ●6階催場

●6月2日（木）・4日（土） 各日午前11時～午後2時

・・・・・・・・・・・・本体価格58,000円（税込63,800円）
〈ゆめや〉まるひろオリジナル

・・・・・・本体価格3,000円から
（税込3,300円から）

ナイティ各種

ランドセル
ご購入特典

予告

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。 ●上尾店 次回店休日のご案内 6月8日（水）

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
「東北物産展」で使える
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

クーポン ⬅このマークの店舗でアプリ・LINE
　クーポンをご利用いただけます。

まるひろ上尾店 友だち募集中！

まるひろ公式アプリ
今すぐ使えるクーポンがもらえる！
登録
無料

ア
ン
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集

※

写
真
は
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青森県
【あおもり北彩館】

秋田県
【秋田ふるさと館】

山形県
【山形しょうない館】

福島県
【日本橋ふくしま館】 東

北
の
工
芸
品

【三義漆器店】
「和の美シリーズ」
①和皿 ②ボウル
本体価格各1,200円
（税込各1320円）

【星幸衣服店】会津もめん
ストール各種
・・・・・・・本体価格5,300円

（税込5,830円）

【弘前こぎん研究所】津軽
こぎん刺し スリッパ（24.5cm）
・・・・・・・本体価格6,800円

（税込7,480円）
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実演 クーポン

宮
城
県

【きくらげ本舗】生きくらげ
「極み」お試しサイズ
（110g）・・・・・・・本体価格417円

（税込451円）

福
島
県

岩
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県

【会津産業】
わらびしょうゆ漬
（250ｇ）・・・・・・・本体価格602円

（税込651円）

【仙台朝市みうらや】
仙台味噌からあげ
（100g）・・・・・・・本体価格450円

（税込486円）

実演

【本田水産】
かき燻製
（100g）本体価格1,200円

（税込1,296円）

【ゆたかや】
冷凍生あま酒
（400g）・・・・・・・本体価格625円

（税込675円）

【榎本商店】
〈三陸産〉生わかめ
（180g）・・本体価格1,000円

（税込1,080円）

青
森
県

【熊谷食品】
葉くるみ漬
（3個入）・・・・・・本体価格600円

（税込648円）

青
森
県

【カネショウ】
ハチミツ入りんご酢
（500㎖）本体価格1,200円

（税込1,296円）

青
森
県

【ギバサ・ハタハタの船幸】
海草ギバサ
（200g）・・・・・・・本体価格700円

（税込756円）

秋
田
県

【菓匠三全】萩の月
（簡易箱／5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格830円

（税込897円）

【金萬本舗】金萬
（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800円

（税込864円）

限定銘菓  ※数に限りがございます。

5/26木オープニングサービス

【榎本商店】
カットわかめ
（40ｇ）

・・・・・・・・・・・・・本体価格400円
（税込432円）

先着30点限り先着30点限り

【船幸水産】
海草のギバサ
（200ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・本体価格556円
（税込601円）

先着50点限り先着50点限り

【カネショウ】
りんごと柚子の
ポン酢醤油
（200㎖）

・・・・・・・・・・・・・本体価格250円
（税込270円）

先着40点限り先着40点限り

to hoku

東北を代表する
美味グルメが

大集結！

薄切り牛タン弁当
（1折）本体価格1,000円

（税込1,080円）

特別
提供品

味付けしてから熟成させた牛タンを、一枚一枚丁寧に
焼き上げました。仙台名物の厚みのある
牛タンは硬くなく歯切れが
良い食感です。

米沢牛のステーキと肉煮を
のせた夢のような肉弁当。
口の中で広がる脂の甘みは

コクがありながらもさっぱりとした絶妙な味。

実演
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　厚切り牛タン弁当
（1折）本体価格1,600円

（税込1,728円）

米沢牛ステーキMIX弁当
（1折）・・・・・・・・・・本体価格2,700円（税込2,916円）

各日先着
100点限り

あわまんじゅう（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,112円（税込1,201円）

自家製あんを「あわ」とモチ米で包み
蒸しあげた、出来立てフワフワ、冷めてもモチモチと
食感が二度楽しめる昔ながらの手作りの味です。

福
島
県

まんじゅう三色詰合せ
（計15個）

本体価格1,760円
（税込1,901円）

各日先着50点限り 特別
提供品

ご当地
自慢の銘菓をご紹介！ご当地
自慢の銘菓をご紹介！

　【牧場カフェ醍醐】
蔵王もりもりジェラートL
（チョコ・いちご／1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格538円（税込581円）

【佐々木製菓】
名代三色せんべい
（7枚）・・・・・・・・・・・本体価格380円

（税込411円）

クーポン

① ②

※一部割引除外のランドセルがございます。

メーカー専門販売員がランドセル選びをお手伝い
させていただきます！ ※開催日時が変更になる場合がございます。

同時開催

婦人
ファッション＆ナイティ・
肌着バーゲン
一例として

各色5点限り各色5点限り

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

 ◆各店・各階＝精肉の日いい肉いい肉 フェア サイボク
◆5月29日（日）まで 

本体価格298円（税込322円）

〈長崎県産他〉
新じゃが芋（1袋）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格798円
（税込862円）

〈茨城県・熊本県産〉
赤肉メロン
（1個）

・・・・・・・・・本体価格480円
（税込519円）

【東信水産】
〈太平洋産他〉かつお
たたきお造り（1パック）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

【魚力】〈青森県産〉
新物ベビーホタテ
（生食用／100g当り）

・・・・・・・・・本体価格288円
（税込312円）

プリマハム 十勝
グルメの便り ロース
生ハム（100ｇ・1パック）

・・・・・・・・・・・・・本体価格88円
（税込96円）

【肉処せんや】
〈宮崎県産〉日南どり
ササミ（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格258円
（税込279円）

はごろも 
シャキッとコーン
（3缶パック）

サイボク あらびきウインナー
（216g）

【サイボク】

・・・・本体価格 各238円
（税込 各258円）

マルシン 宇都宮
肉餃子・宇都宮
野菜餃子（各1箱）

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

5/25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（3本）
お1人様6点・各店先着1200点限り

●〈茨城県産〉
  ピーマン（1袋）
お1人様2点・各店先着200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

●〈宮崎県産〉
  切干大根（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100点限り

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ キウイフルーツ（1個）

本体価格580円（税込627円）

【東信水産】〈モロッコ産他〉
真たこぶつ切
（ボイル・生食用／約150g・1パック）

本体価格198円（税込214円）

【魚力】〈ベトナム産他〉
むきえび（養殖・解凍／100g当り）

本体価格498円（税込538円）

味の素 こめ油
（900g）

本体価格218円（税込236円）

明治 おいしい牛乳
（900㎖）

本体価格198円（税込214円）

【デリカ味彩】真いかリング
唐揚げ（100g当り）

本体価格334円（税込361円）

木村屋總本店 完熟食パン
（4枚・6枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚・鶏 焼肉用各種
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格850円（税込918円）

【肉処せんや】国内産牛肉
うす切り（肩ロース）（100g当り）

お1人様2点・各店先着300点限り

※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。

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※川越店・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。

・・・・・本体価格498円
（税込538円）

【魚力】〈青森県産〉
青森サーモン
（サーモントラウト）
（柵取り・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。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・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。

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

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

※川越店・入間店でのお取扱いとなります。※川越店・入間店でのお取扱いとなります。 ※飯能店・東松山店・上尾店・
　坂戸店でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店・
　坂戸店でのお取扱いとなります。

26木 27金 28土 29日

肉の日限定29日

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様1点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格100円
（税込108円）

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈アメリカ・フロリダ産〉
グレープフルーツ
（ルビー）（1個）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（ふり塩）
（養殖・解凍／3切）

・・・・・・・・・本体価格108円
（税込117円）

国産若鶏
もも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉切り落し（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格 各98円
（税込 各106円）

マルちゃん 
赤いきつね（96ｇ）・
緑のたぬき（101ｇ）

・・・・本体価格358円
（税込387円）

明治 十勝
カマンベール
チーズ（切れてる
タイプ・切れてるタイプ
ブラックペッパー入／
各1袋）

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・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。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・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300点限り お1人様5点・各店先着300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）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ ゴールドキウイ
（4個入・1パック）

本体価格1,080円
（税込1,167円）

【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）

・・・本体価格1,890円
（税込2,042円）

【魚力】〈鹿児島県産他〉
国産うなぎ長焼
（養殖／1枚）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

国産牛（交雑種）
小間切肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉切り落し（モモ）
（100g当り）

本体価格2,680円
（税込2,895円）

魚沼棚田米
コシヒカリ（5kg）

本体価格1,780円
（税込1,923円）

三重県伊賀産
コシヒカリ（5kg）

・・・・・・・・・本体価格138円
（税込150円）

雪印メグミルク 
ナチュレ恵（プレーン・
脂肪0／各400g）

※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。

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

※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。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・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298円
（税込322円）

〈熊本県産他〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈熊本県産他〉
カットすいか
（1/8カット）

本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信寿司】
本まぐろ中とろ入
握り寿司セット
（9貫・1折）

・・・本体価格1,090円
（税込1,178円）

【魚力海鮮寿司】
サーモンが主役の
お寿司（12貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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1,080円

（税込1,167円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

かどや 
金印純正ごま油
（300ｇ）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

JA全農たまご 
農協たまご
（10個入）

※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。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・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。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・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

先着30折限り

お1人様1点・各店先着50点限り

※川越店ではお取扱いしておりません。※川越店ではお取扱いしておりません。

本体価格728円（税込787円）

サイボク フランクフルト
（180g）

本体価格588円（税込636円）
サイボク ゴールデンポーク
小間切（100g当り）
本体価格198円（税込214円）

サイボク ポークウインナー
（130g）

本体価格398円（税込430円）

サイボク 豚ロースみそ漬け
（100g当り）

本体価格440円（税込476円）

サイボク ゴールデンポーク
コロッケ（2個入）
本体価格390円（税込422円）

父の日ご予約承ります。父の日ご予約承ります。 オンラインショップでのご予約は
こちら

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店は26日（木）の販売になります。

【わらびの里】
父の日弁当
（1折）

本体価格

2,200円
（税込2,376円）

【日本橋玉ゐ】
あなご
箱めし
（1折）

本体価格

1,852円
（税込2,000円）

承り期間 6月14日（火）まで

お渡し日 6月19日（日）

承り期間 6月12日（日）まで

承り期間 6月5日（日）まで

お渡し日 6月17日（金）～19日（日）

◆承り場所：各店・各階＝名店ギフトコーナー ◆承り場所：各店・各階＝和洋酒

【鏡山】純米吟醸
メッセージ
「ありがとう」ボトル
（720㎖）
・・・・・・・・・・・本体価格3,000円

（税込3,300円）

※お名前は3文字以内、メッセージは
　20文字以内をラベルに入れる
　ことができます。

※お名前は3文字以内となります。

【帝松】手造り大吟醸 
桐箱入り（720㎖）
・・・・・・・・・・本体価格3,618円

（税込3,980円）

名入れの酒
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