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東松山店
〒355-0016 東松山市材木町19-30 0493（23）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時
ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp

まるひろMクラブカードは
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」●東松山店 5月の店休日のご案内 11日（水）・25日（水） ※坂戸店は営業しております。

   ぜひご利用くださいませ。

まるひろ母の日
ギフトコレクション

クラフトバザール ◆あす5月5日（木・祝）～10日（火）
　〈最終日は午後5時閉場〉 
◆4階催場

その他の出展者
●野口まつ子
　（樹脂粘土・ビーズ作品） 
●吉岡恭子
　（つる篭）

早川隆子
4,104円

田中史子
3,780円 大澤知枝 各864円

小山八郎
3,024円

奥原麗子
16,200円

高橋春美
41,040円 梶尾富士江10,800円

梅原優子
8,640円

角田四志夫
1,620円 有働みどり14,040円

田島恵子
8,640円

安岡サダコ
各1,944円

川村廣子
5,400円

ステンド
グラス
雅理
12,960円

釘本冨美子
7,020円

小原好子
各1,944円

小島みずき
3,024円

古澤あぐり
13,824円

吉田登志子
10,800円

小島とも子
8,640円

阿部久栄
3,500円

吉田洋子
20,520円

飛田あつ子
166,320円

彦坂由美子
14,580円

東海林つや
3,240円

幡木克子
19,440円

栗原俊子
10,800円

江川知子

16,200円
薄田明子
12,960円

落合三津子
8,424円

白男川和子
23,760円

宮崎賢治
12,960円 衛藤冱美7,020円

宮川公江
14,040円

現品限り

2016 MARUHIRO

Mother,s Day GiftCollection
日5/8○　母の日「ありがとう」記念日。

◆5月8日（日・母の日）まで ◆各階にて

似顔絵イベント
◆5月4日（水・祝）
午前11時～午後6時
◆2階＝オンシーズン

期間中、婦人服対象売場にて
10,800円以上母の日ギフトを
お買い上げのお客様
先着20名様に似顔絵
をサービスいたします。
※写真はイメージです。

さらっと軽く、
これからの季節
にオススメの
エプロン。
ちょこっと顔を
出しているネコ
がポイントです。

UVが気になる
季節の贈り物に
オススメです。
ストールを留める
クリップ付きです。

〈マタノアツコ〉
エプロン
①（レーヨン55％・綿44％・ポリウレタン1％）
②（レーヨン80％・ナイロン20％）

【4階＝エプロン】
・・・・・・・・・5,400円

6,480円

ストール＆
ストールクリップ
セット
（ポリエステル100％／
約160×69cm）

【1階＝婦人雑貨】
・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

UV加工を施した
綿100％の
カーディガンです。

【2階＝スタイリッシュガーデン】

5月8日（日）までの期間中、
お好きなUVカットアンドソーンと
ポーチを母の日ギフト特別
セットとして7,560円で
販売いたします。
※数に限りがございます。
※写真は一例です。

　カーディガン
（綿100％）6,372円
　ポーチ3,240円

①

②

※花は含まれません。

まるひろ母の日
ギフトコレクション

※インナーは
参考商品です。

予告



※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。 ※紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。

東松山店は、
5月10日（火）まで

休まず営業いたします。

0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

◆地階＝食料品8祝5/4水 日 食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス
※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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

こどもの日特集
◆5月4日（水・祝）・5日（木・こどもの日） ◆地階＝名店

◆5月7日（土）・8日（日）各日午前10時～午後3時
◆駐車場※売り切れ次第終了となります。 雨天決行
※公共交通機関でお越しください。

●主催：東松山市、東松山市観光協会
●協力：川越比企地域振興センター東松山事務所、
東松山市商工会、（株）丸広百貨店東松山店

※写真はイメージです。※写真はイメ

東
松
山
市やきとり

ステージイベントも開催！
※詳細は、東松山市ホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　
MC：がるるまん（元東松山市在住の若手お笑い芸人）

メ ジですメ

東
松
山
市味噌だれ焼きそば

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

【アンデルセン】
親子のこいのぼりセット
（1セット）

【ユーハイム】
鯉アップルパイ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
〈ハリオ〉茶々丸急須
（450㎖）

【4階＝家庭用品】
7,560円

・・・・・・・・・・・・・6,804円リュック（29×42×8cm）

ボディバッグ（22×34×4～7cm）
【3階＝紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,672円
ショルダーバッグ
各種

【1階＝ハンドバッグ】

婦人〈マックレガー〉
バーゲン

〈エース〉
カジュアルバッグバーゲン

〈エース〉バッグバーゲン ティー・コーヒー用品
バーゲン

2845
祝
水 288 日

◆各階にて開催

有名メーカー
協賛バーゲン

ゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィーク

欲しかったブランドがいろいろ！
最終日まで見逃せないオトクなGW！　

8日・7土6金・5祝
木5/4祝

水

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円
キッコーマン飲料 調製豆乳・無調整豆乳
（各1ℓ・1本）

1,880円堀商店 新潟県岩船産コシヒカリ（5kg・1袋）
・・・・・・・・280円【デリカ味彩】ミニ豚ロース串カツ（10本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引
牛肉・豚肉小間切れ（加工品を除く）
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・529円

【塩干コーナー】〈千葉県産他〉
（小木曽商店）さばフィレ
（1パック）

499円

【東信水産】〈太平洋・
インド産〉めばちまぐろ切り
落し（150g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・ 159円

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス（1個）

・・・・・・・199円【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円

モンカフェ マイルドブレンド・モカ・キリマンジャロ
（各10パック・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・359円
【塩干コーナー】〈チリ産〉スモークサーモン切り落し
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円【東信水産】刺身盛合せ（3点盛）

・・・・・・・・・・・2割引

牛肉・豚肉焼肉用（加工品を除く）
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈青森県産〉
サンふじ（4個入・1袋）

・・・・・・・・・各209円

明治 おいしい牛乳・
低脂肪乳
（各1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・ 299円

〈愛知県産〉
トマト（1袋）

99円均一
なる場合がございます。

円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円均均均均均均均均一均均均均均均均均均99円99円99円均一均一均一99円99円99円均一均一均一99円99円99円均一均一均一99円99円99円均一均一均一

●カップ印 白砂糖（1kg）
●東海 キューちゃん（100g）
●森永 マウントレーニア各種（240㎖）
●くらまき ふわふわ豆腐（230g）

●S＆B 本生本わさび（43g）・
本生生しょうが（40g）

●明星 一平ちゃん夜店の焼そば（135g）

先着100点限り
●〈青森県産〉カット長芋
（1袋）

先着200点限り
●〈茨城県産〉ピーマン
（1袋）

●〈長野県産〉ぶなしめじ
（1袋）

先着200点限り

先着200点限り

先着200点限り

●〈埼玉県産〉小松菜
（1袋）

先着1000本限り

●〈埼玉県産〉きゅうり
（3本）

青果

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウイフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【東信水産】〈チリ産〉
自家製銀鮭西京漬
（3切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88円

国産若鶏もも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円

【デリカ味彩】
12品目具材の
豆腐ハンバーグ
（5個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・899円

【塩干コーナー】
〈北海道産他〉いくら醤油漬
（100g入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

サトウ 切り餅
パリッとスリット（1kg・1袋）

各日先着200点限り

各日先着200点限り

お1人様1点・先着100点限り

各日先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・ 399円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ（ルビー）
（3個）各日先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260円
【清晨庵】上生菓子カーネーション
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円

【龜屋】母の日小箱
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

【ボヌール】ご馳走！ローストビーフ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【新宿高野】オレンジロング
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円

【ロイスピエール】母の日フレジェ
（1台）

・・・・・・・・・・・・1,901円
【トップス】チョコレートケーキ
（レギュラー／1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【ユーハイム】母の日ストロベリー
ロール（1本）

・・・・・・・・・・・1,080円

【ガトーフェスタ ハラダ】
マザーズパッケージ
（グーテ・デ・ロワ2枚入×2袋／
グーテ・デ・プリンセス2枚／
ティグレス1個／フィナンシェ1個／
ヌガー・サブレ1枚／
ウォルナッツ・クッキー1枚／
ラヴ・スリーブス2個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円
【和幸】桜海老のクリームコロッケ
（1個）・・・・・・・・・1,026円

【たごさく】
母の日弁当（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

・・・・・・880円バラちらし（1～2人前）
ケーキ風寿司
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

いい母懐石風刺身盛合せ
（7点盛）

・・・・・・・880円
【東信寿司】
握り寿司（10貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

【東信水産】
本まぐろ入刺身盛合せ
（3点盛）

・・・・・・・・2,592円

　〈なだ万厨房〉
母の日御膳（約10.5×19.2×高さ
5.1cm／2段・1折）

✿ 5月8日（日・母の日）まで ✿ 地階=食料品
※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。

母の日特集

※写真は
一例です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
【伊藤園】知覧産ゆたかみどり
新茶（100g）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真は一例です。

●東松山市：やきとり・みそだれ肉まん・味噌だれ焼きそば・
やきとり煎餅・みそモツ煮込など
●滑川町：たこ焼き（滑川町米粉使用）
●嵐山町：嵐山辛モツ焼そば［7日］
●小川町：のらぼう菜コロッケなど
●川島町：かわじますったてなど［7日］
●吉見町：あぶら味噌ギョーザなど［7日］・あぶら味噌ナンドック［8日］
●鳩山町：すいとんなど［7日］・鳩豆うどんなど［8日］
●ときがわ町：柚子ジュースなど
●東秩父村：イワナの塩焼き
●宮城県東松島市：牛タンつくねなど　
●丸広百貨店ブース：高麗鍋・横手やきそば・そばコロッケ・
ゆきあいす・かき氷・川越バーガー［7日］

※内容が変更となる場合が
ございます。ご当地グルメ・特産品の販売

大きな鯉にはカスタードクリーム、小さな
鯉にはチョコカスタードクリーム入り。

鯉のぼりをイメージしたパイに、りんごが
たっぷりはいった毎年人気の商品です。

母の日弁当
  5月8日（日・母の日）限りの販売      ◆地階＝名店

5月7日（土）・8日（日・母の日）の販売

5月7日（土）・8日（日・母の日）の販売

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・701円

　〈麻布十番・天のや〉
たまごサンド
（6個入）

（12個入）

婦人〈マ
バ

シ
各

レガー〉
ン カ

マックレ
バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,130円から
婦人カットアンドソーン
各種

【1階＝スポーツコーディネート】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,181円

お1人様2点限り先着500点限り

'16.5/4号.AD10.東松山店.裏面


