
東松山店 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

〒355-0016 東松山市材木町19-30 0493（23）1111（代表）1/25水

2023

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。 ●東松山店 次回店休日のご案内 2月8日（水）

◀アプリ
ダウンロードは
こちらから

プッシュ通知にて200円のお買物クーポンを配信いたします。 ※プッシュ通知設定を「可」にしてください。

新規ダウンロードで
バレンタインチョコレート購入に使用できる

公 式 ア プ リ

200円クーポンプレゼント！ 全店先着3,000名様
ご利用まで

　本体価格1,600円
（税込1,728円）

サーモンいくら
（1折）

各日先着30点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格2,750円
（税込2,970円）

海のや弁当DX
（1折） 各日先着50点限り

・・・・・・・・・・・・本体価格648円（税込700円）

マルセイバターサンド
（5個入）

・・・・・・・・本体価格690円
（税込759円）

マスカルポーネと
いちごのサンデー
（1個）

◆1月25日（水）～30日（月）〈最終日は午後4時閉場〉 ◆4階催場

【積丹町】海のや

【帯広市】六花亭【江別市】町村農場

本体価格1,000円（税込1,080円）
ジャンボいかめし
（1個）本体価格1,000円（税込1,080円）
ジャンボいかめし
（1個）

【札幌市】北海道一直売

【札幌市】ロイズ
実演

実演 実演

先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800円
（税込864円）

　ポテトチップチョコレート
［オリジナル］（190g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格700円
（税込756円）

　フルーツバーチョコレート
（6本入）

かむい弁当
（1折）

本体価格1,200円
（税込1,296円）

お1人様1点・先着50点限り

25日㊌ オープニングサービス

物産展物産展物産展物産展の
※ポイントサービスの対象外となります。 
※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。 
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
※写真は盛り付けの一例です。 
※天候や交通事情により入荷が遅れる場合がございます。 
※都合により、店舗の出店が休止となる場合がございます。
●後援：（一社）北海道貿易物産振興会、
（公社）北海道観光振興機構、（一社）札幌物産協会、
（一社）函館物産協会、（一社）小樽物産協会、
（一社）旭川物産協会、（一社）帯広物産協会、
（一社）千歳観光連盟、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、
釧路市、帯広市

新
カードの詳細、ホームページからのお申し込みはこちらから

まるひろスターカード・まるひろMクラブカード

■お申込場所：川越店・飯能店・入間店・東松山店・上尾店
新規ご入会承り中！

※お手続きには現Mクラブカード、新Mクラブカードの両カードをお持ちください。
現Mクラブカードから新Mクラブカードへのポイントの移行は、2月28日（火）までにお手続きをお願いいたします。

※ご本人様
確認ができる
身分証明書を
お持ちください。まるひろスターカード まるひろMクラブカード

◆1月25日（水）～30日（月）
◆4階＝特設会場〈最終日は午後4時終了〉

〈シックスパッド〉
期間限定販売会

ひざにつながる太ももの筋肉にアプローチし、
健やかな毎日へと導く。

2点以上対象商品2点以上お買上げで

※対象商品に限ります。
※まるひろスターカード・まるひろMクラブ
カードのポイント対象外となります。
※一部除外品がございます。

更に更に10%OFF!
⬅売場では、このスタンドが目印です。

冬の最終処分 ！

2BUY SALE
まとめて、オトク！

※写真はイメージです。

※税率10％表示となります。

◆2月7日（火）まで◆各階にて開催

本体価格

35,272円
（税込38,800円）

SIXPAD Knee Fit

●S（28-34cm）
●M（34-37cm）
●L（37-42cm）
※左右兼用です。
（　）内はひざ頭周囲サイズです。

初
出店

豪華海鮮弁当から人気スイーツまで！北の美味が大集合！！

Valentine Chocolate Selection2023maruhiro
■2/14火まで ■1階＝特設コーナー

1

2

3

1森の恵み カカオの魅惑 アソートメント
（5粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,400円

（税込2,592円）

2フォーチュンショコラ
アソートメント
（6粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,400円

（税込2,592円）

3メリーゴーランド
ワッフル セレクション
（6粒入）・・・・・・・・本体価格3,500円

（税込3,780円）

【ゴディバ】



新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願い 適度な距離を保ってのお買物入店時の手指の消毒マスクの着用

※ポイントサービスの対象外となります。 ※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。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。※写真は盛り付けの一例です。
※天候や交通事情により入荷が遅れる場合がございます。 ※都合により、店舗の出店が休止となる場合がございます。

・・・本体価格639円（税込691円）
【函館市・橋本食品】
匠の塩辛（100ｇ）

・・・・・・・・・・・・・本体価格1,000円（税込1,080円）

【石狩市・ばかうまや】
半身揚げ
（半身）

・・・・・・・・・・・・本体価格1,200円（税込1,296円）
甘塩たらこ
（100ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格310円（税込335円）
牛肉コロッケ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,225円（税込1,323円）

【小樽市・木の屋】
漁師の力めし
（75ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格500円（税込540円）

【札幌市・キッチンアクティブ】
帆立カレー
（180g）

・・・・・・・・・本体価格1,100円（税込1,188円）

【札幌市・佃善】
じゃが豚
（12個入）

・・・・・・・・・・・本体価格1,080円（税込1,167円）

【小樽市・小樽飯櫃】
たこザンギ
（6個入）

・・・・・・・・・・・・・本体価格1,225円（税込1,323円）

【札幌市・春雪さぶーる】北海道ハヤキタ
ファクトリー行者ニンニク入りソーセージ
（205ｇ）

本体価格1,250円（税込1,350円）

【滝川市・松尾ジンギスカン】
味付特上ラム（400ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格555円（税込600円）

【帯広市・柳月】
あんバタサン（4個入）

本体価格1,388円（税込1,500円）

【帯広市・柳月】
トカチック･バスキュ～（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格1,093円（税込1,181円）

【千歳市・もりもと】
ハスカップジュエリー（4個入）

・・・・・・本体価格1,390円
（税込1,529円）

【旭川市・男山】
特別純米原酒
しぼりたて
（720㎖）

本体価格1,600円（税込1,728円）

【函館市・函館洋菓子スナッフルス】
チーズオムレット（8個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格602円（税込651円）

【札幌市・Kコンフェクト】
北海道ミルククッキー札幌農学校
（12枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格454円（税込491円）

【砂川市・北菓楼】北海道開拓おかき
（えりも昆布・函館いか・枝幸帆立／各170ｇ）

28土

本体価格1,000円
（税込1,080円）

【橋本食品】
匠の塩辛
（200ｇ）

日替り提供品

・・・・・・本体価格1,980円（税込2,139円）
東川産 ゆめぴりか（5ｋｇ）

28土 ●29日

物産展物産展物産展物産展の
◆1月25日（水）～30日（月）〈最終日は午後4時閉場〉 ◆4階催場

先着30点限り

・・・・・・・・・・本体価格110円（税込119円）

【藤原製麺】北海道二夜干し
ラーメン（旭川醤油・札幌味噌・
函館塩／各1個）先着計500点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格798円

（税込862円）

【ヤマト福山商店】
糀パウダー（200g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格398円
（税込430円）

【おが和】
甘露煮各種（各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格298円
（税込322円）

【坂口製粉】
パンにぬるきな粉（135ｇ）

・・・・・・・本体価格900円
（税込972円）

【清月】赤いサイロ
（5個入）
お1人様1点・先着50点限り

29日

・・・・・・・本体価格425円
（税込459円）

【春雪さぶーる】
北海道ハヤキタ
ファクトリーあらびき
ウインナー（105ｇ）
先着20点限り

・・・・・・・本体価格425円
（税込459円）

【木の屋】
辛子明太子風
ちりめん（80ｇ）
先着30点限り

各日先着50点限り

お買得セレクション ※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

●後援：（一社）北海道貿易物産振興会、（公社）北海道観光振興機構、（一社）札幌物産協会、（一社）函館物産協会、（一社）小樽物産協会、（一社）旭川物産協会、（一社）帯広物産協会、（一社）千歳観光連盟、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市

先着200点限り

先着200点限り

先着48点限り

先着40点限り

先着100点限り先着30点限り

各日先着15点限り

先着50点限り

先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格358円
（税込387円）

【布目】
瓶珍味各種（各1瓶）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格798円
（税込862円）

【北海大和】北海道スープ
（コーン・カボチャ・アスパラ／各15パック）

先着100点限り

先着計150点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格 各398円
（税込 各430円）

【トモエ】北海道
白粒みそ・赤粒みそ（各1kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格258円
（税込279円）

【山下食品】
煮豆各種（各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格680円
（税込735円）

【ふうれん特産館】
もち米 はくちょうもち（1kg）

先着200点限り

先着100点限り

先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格230円
（税込249円）

【藤原製麺】
旭川ガラ味ラーメン各種（各1袋）

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

【はこだてわいん】無添加ワイン
（コクのある赤・ブルーベリー・

ブドウ香る白／各720㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格390円
（税込422円）

【出塚水産】
もんべつさつま（10枚入）

先着30点限り

先着30点限り

よりどり3本

どさんこコーナーどさんこコーナー
北海道の名産品を集めました！北海道の名産品を集めました！

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

実演 実演



※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。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願い 適度な距離を保ってのお買物入店時の手指の消毒マスクの着用

各店・各階
食料品

バレンタイン特集
◆2月14日（火）まで ◆各店・各階＝特設会場

〈ゴディバ〉
ゴディバ meets
あつまれ どうぶつの森 
アソートメント（6粒入）
オリジナルポーチつき
（6粒入）

・・・・・・・本体価格3,200円
（税込3,520円）

©Nintendo

◆各店・各階＝
　名店ギフトコーナー

※数に限りがございます。
※天候・交通事情により入荷が遅れる
　場合がございます。

2/3金は節分です。
1月29日（日）まで
ご予約承り中。

まるひろの
恵方巻

※ハーフサイズもございます。

【なだ万厨房】
こうふく恵方巻
（直径約5ｃｍ×長さ約19ｃｍ／1本）

・・・・・・・本体価格1,500円
（税込1,620円）

北

南

西

東今年の恵方は

南南東

1/25水
～29日

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

本体価格2,080円
（税込2,247円）

本体価格1,980円
（税込2,139円）

産地精米 しらゆき米
（5kg）

無洗米 しらゆき米
（5kg）

※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。

本体価格698円（税込754円）

〈長崎県産〉
味まるみかん（大袋）（1袋）

・・・・・・・・・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）

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

・・本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信寿司】
本まぐろ入海鮮丼
（1折）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

【魚力】〈宮城県産他〉
生かき
（生食用／1パック）

本体価格 各268円
（税込 各290円）

全農ミートフーズ 
シュリンクパック
ロースハム（122g）・
ベーコン（120g）

・・・・・・・・・・・・・本体価格78円
（税込85円）

【肉処せんや】〈宮崎県産〉
日南どり手羽元
（100g当り）

・・・・・本体価格 各118円
（税込 各128円）

マルちゃん 
赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば（101g）

・・・・・・・・・本体価格218円
（税込236円）

マルちゃん 北の味わい
ガラ炊きラーメン
（醤油・味噌／各110g×2）

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　各店食料品売場

オープニングスペシャルサービス1/25水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈宮崎県産他〉
きゅうり
（2本）
お1人様4点・各店先着800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

●〈青森県産〉
ごぼうカット
（2Sサイズ／1袋）
お1人様2点・各店先着100点限り

●〈ニュージーランド産〉
ゼスプリグリーンキウイ
（1個）
お1人様5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298円（税込322円）

〈熊本県産〉
ミニトマト（1パック）

本体価格480円（税込519円）

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（甘口）（養殖／2切）

本体価格1,190円（税込1,286円）

【魚力】海鮮鍋セット
（約2人前・1パック）

本体価格598円（税込646円）

味の素 
こめ油（900g）

本体価格158円（税込171円）

明治 ブルガリアヨーグルト
4P各種（75g×4）

本体価格480円（税込519円）

【デリカ味彩】丸広魚彩
銀鮭西京焼（1切）

本体価格108円（税込117円）

国産若鶏もも肉
水炊・唐揚用（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）

お1人様2点・各店先着100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・東松山店での
お取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店での
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。

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

※入間店でのお取扱いとなります。※入間店でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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。

26木 27金 28土 29日

お1人様2点・各店先着100点限り

各店先着20折限り

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈長崎県産他〉
新じゃが芋
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈長野県産〉
市田柿
（1パック）

・・本体価格1,280円
（税込1,383円）

【東信水産】〈国内産〉
あんこう鍋セット
（解凍／1パック）

・・・・・・・・・本体価格238円
（税込258円）

〈群馬県産〉やまと豚
肩ロース肉切り落し
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り
（肩ロース）（100g当り）

・・・・・本体価格 各598円
（税込 各646円）

マルホン
太香胡麻油・
太白胡麻油（各450g）

・・・・・本体価格 各198円
（税込 各214円）

紀文食品 焼ちくわ・
さつま揚極上
（各1パック）

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

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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 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498円
（税込538円）

〈静岡県産〉
樹熟採取みかん
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろ切落し
（約100g・1パック）

・・本体価格1,290円
（税込1,394円）

【魚力海鮮寿司】
雅
（10貫・1パック）

・・・・・・・・・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880円
（税込951円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用
切り落し（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格228円
（税込247円）

明治 
明治おいしい牛乳
（900㎖）

※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198円
（税込214円）

【魚力】〈北海道産〉
真たら（甘口）
（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
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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 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〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈青森・秋田県産〉
サンふじ
（1袋）

・・本体価格1,280円
（税込1,383円）

【東信寿司】
海鮮太巻（1折）

本体価格1,390円
（税込1,502円）

【魚力】
〈大分県産他〉
とらふぐ薄造り
（1パック）

・・・・・本体価格980円
（税込1,059円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り
（ロース）（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛肉
すき焼き用各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

うさぎもち 
切り餅一切れパック
（1kg）

・・・・・・・・・本体価格208円
（税込225円）

JA全農たまご 
実りの赤たまご
（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
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店
でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いと
なります。
※入間店でのお取扱いと
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

各店先着20折限り

お1人様2点・各店先着100点限り

※川越店では【魚彩】で販売いたします。※川越店では【魚彩】で販売いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各148円
（税込 各160円）

フジパン ネオバターロール・
ネオレーズンバターロール・
ネオ黒糖ロール（各1袋）

いい肉の日セールいい肉の日セール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格268円
（税込290円）

サンヨー食品 名店の味
春木屋 東京ワンタン麺
（カップ／136g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各158円
（税込 各171円）

サンポー食品 
焼豚ラーメン・
長崎ちゃんぽん
（カップ／各1個）

・・・・・・本体価格 各168円
（税込 各182円）

tabete
だし麺
（北海道帆立・比内地鶏・
千葉県産はまぐり・高知産
ゆずだし・長崎県あごだし／
各1袋） ・・・・・・・・・本体価格298円

（税込322円）

キヨトク 
博多屋台風 焼ラーメン
（1人前）

・・・・・・本体価格428円
（税込463円）

尾道栄食 
尾道ラーメン醤油
（120g×2）

※一部除外品がございます。

冷凍食品
毎日お買得！！

全国全国

ら
ー
め
ん
特集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

藤原製麺 らーめんや天金
（醤油・味噌／各110×2）

・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

喜多方「牛乳屋食堂」 
会津ラーメン醤油
（120g×2）

・・・・・・・本体価格308円
（税込333円）

タチバナ製麺所 
荻窪ラーメン
（120g×2） ・・・・・・・・・本体価格498円

（税込538円）

丸紀
横浜中華そば
横浜醤油使用
（2食入）

北
海
道

福
島

東
京

神
奈
川
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