
まるひろMクラブカードはセール品でも
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

〒362-0036 上尾市宮本町1-1
営業時間：午前10時～午後7時30分

048（777）1111（代表）
上尾駅東口

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

8/24 水上尾店
2016

●上尾店 次回店休日のご案内 9月28日（水）

各回先着10名様

秋色の毎日、はじまります。

お気に入りの靴やバッグで
秋への一歩を、まるひろから。

秋のシューズ＆バッグ特集
◆8月24日（水）～30日（火） 
◆2階＝ハンドバッグ・婦人靴・紳士靴／4階=紳士雑貨・スポーツ

快眠体感フェア 健康敷布団×〈リラックス〉 ～ 美は夜つくられる ～
◆8月24日（水）～30日（火） ◆5階＝寝具 

〈リラックス〉の快眠リラクゼーションを受けて健康敷布団で眠る、至高の眠りを体感してみませんか。

◆8月24日（水）・25日（木）

各日午前11時～正午12時／
　　午後2時～午後3時
　　 （１名様5分程度）

・・・17,280円〈リーガル〉ローファーパンプス（22.5～24.5cm）

□秋らしく、深みのあるグリーンカラー。
着こなしに広くコーディネートできます。
→

【2階=婦人靴】

秋色STYLE
SHOES&BAG

Collection

【2階=婦人靴】
各7,020円

〈ジェリービーンズ〉
パンプス
（22.5～24.5cm）・
レースアップ
シューズ
（S～L）

今年トレンドのカラーブロッキングパンプスや
異素材コンビシューズを取り揃えました。

・・・・・・41,040円
シングル
（8×97×195cm）

【2階=婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

〈アキレスソルボ〉
ウォーキング
シューズ
（22.5～24.5cm）

伸縮性のあるゴム紐がポイント。
ウォーキングだけでなくタウンでも使える
カジュアルテイスト。

【2階=紳士靴】

・・・・・・・・・・15,120円

〈ヨネックス〉
紳士
ウォーキング
シューズ各種

ソフトな足当たりとフィット感を両立した新作は、
撥水ストレッチPUレザーとレイングリップソールを
採用した雨の日にも
オススメな一足です。

お疲れに合わせて様 な々
コースとの組合せが可能です。

【2階=
ハンドバッグ】

手触りの良いオイルレザーのバッグ。
素材感を生かした柔らかな
フォルムです。

【4階=スポーツ】

・・・・・・・・・17,280円

〈ミズノ〉
紳士
ウォーキング
シューズ各種

ロングセラーシリーズの新作。インソールに
アーチサポートをプラスし疲労を軽減。
さらに快適な歩き心地に。

※セミダブル・ダブルもございます。
※健康敷布団無料貸し出しいたします。詳しくは販売員に問合せください。 ※写真はイメージです。

〈東京西川〉
［エアー01］
マットレス

〈リラックス〉
無料リラクゼーション

6階＝ハンド
リラクゼーションサロン 
リラックス上尾店

■営業時間：
午前10時～午後9時
（最終受付：午後8時30分）

■電話番号：

048-777-0301

〈一例として〉

ボディ45分コース
3,218円

22,680円

〈ダコタ〉
婦人レザーバッグ
（牛革／

24×26×6cm）

【4階=紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

〈ポーター〉
テラ トートバッグ
（表地：ポリプロピレン
ダック・ナイロンリップ
ストップ、裏地：コーデュラ
ナイロンリップストップ／
W34×H34×D16cm／295g）

軽量で手触りが良く独特な
風合いのある撥水加工素材を
使用しました。



※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。

※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。　

上尾駅東口
上尾市宮本町1-1  048（777）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分
６階レストラン＝午前11時～午後9時30分

上
尾
店
は
、9
月
27
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火
）ま
で
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ま
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。

2時間
まるひろ上尾店屋上

まで

◆地階＝食料品食料品日 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

靴＆バッグバーゲン ファッション雑貨バーゲン
6階催場のお知らせ ◆8月24日（水）～29日（月）〈最終日は午後5時閉場〉

婦人靴各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円から

〈工房ビアンカ〉淡水パール・
ガラスビーズT字ロングネックレス
（約60cm／ピンク・グレー・ホワイト）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            5,400円

ハンドバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

まるひろがおすすめする厳選の逸品

こだわりセレクション

◆8月24日（水）～30日（火）
◆地階＝食料品

◆8月24日（水）～28日（日）
◆地階＝食料品

卵を使わずに、
国産大豆とこだわりの
原料でつくった
マヨネーズタイプ
調味料です。

・・・・・・・・・・・・・540円

CHAYAマクロビ 
豆乳マヨ
（200g）

〈岡山県産〉ニューピオーネ
（1房）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

旬のフルーツ

8/24水

28日・27土

26金

30火

25木
本日のおすすめ品

群馬県産 
やまと豚もも
切り落し肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・159円

【魚力】
〈オーストラリア産〉
南まぐろ中トロ
（養殖・解凍／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・698円
〈群馬県産〉（産地直送）
とうもろこし（1本）

99円お1人様3本・先着600本限り

〈山梨県産他〉
種なしピオーネ
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円先着100点限り

本日のおすすめ品

新潟県産地精米
コシヒカリ 
しらゆき米（5kg・
1袋）・・・1,880円

本日の
おすすめ品

【デリカ味彩】豆腐ハンバーグ
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

【塩干コーナー】
〈チリ産〉銀鮭一夜干
（2切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円

【塩干コーナー】〈ロシア産〉
生食用たらこ
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　880円

日本ハム シャウエッセン
ウインナー（127g×2・1束）399円

マルコメ 京懐石
（650g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
明治 スライスチーズ・
とろけるスライス
（各7枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・各159円

【デリカ味彩】若鶏竜田揚げ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【塩干コーナー】
〈アルゼンチン産〉
いかいろり焼（150g入）380円

【魚力】〈アルゼンチン産〉
赤えび（解凍／10尾）540円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　99円
【魚力】〈ロシア産〉辛子明太子
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・590円
【塩干コーナー】〈静岡県産〉
釜揚げしらす（70g入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・279円
国産若鶏 もも肉唐揚げ用
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円
サクラ印 純粋はちみつ
（700g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　699円
雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

29月
〈秋田県産〉
枝豆
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円先着200点限り

〈長野県産他〉サン津軽りんご
（2個入・1パック） 399円

安国屋 北海道大豆使用
寄せ豆腐（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

日清 カップヌードル（醤油・
シーフード・カレー／各1個）・・・・・・・129円

冷凍食品（一部商品を除く）店頭表示価格
（税抜）よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・・・・4割引

【デリカ味彩】枝豆コロッケ
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

紅葉堂 切出しカステラ
（3枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

国産牛（交雑種）（加工肉を除く）
店頭表示価格（税抜）よりレジにて2割引
〈国内産〉黒毛和牛（加工肉を除く）
店頭表示価格（税抜）より
レジにて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

【魚力】〈モーリタニア産〉真たこ
（茹／100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258円
【塩干コーナー】〈宮崎県産他〉
うなぎ長焼（1尾）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　1,380円

【魚力】〈アメリカ産〉紅鮭
（甘口／4切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
【塩干コーナー】〈ロシア産〉
辛子明太子（100g入）・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
群馬県産 氷室豚（加工肉を除く）
店頭表示価格（税抜）よりレジにて・・・・2割引
にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10袋・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
タカノ おかめツインパック豆腐
（木綿・絹／各200g×2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

にんべん つゆの素
（1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
八幡屋 あさづけ胡瓜
（2本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈北海道産〉トマト（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円先着200点限り

〈栃木県産他〉幸水梨
（2個入・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円先着100点限り

〈山梨県産他〉種なし巨峰
（1パック） 499円先着100点限り

　〈南アフリカ産〉
グレープ
フルーツ
（1個）
・・・・・・・・・・・・・・99円

パスコ 超熟食パン（6枚・8枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148円
【デリカ味彩】いかカツ（5枚・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

キッコーマン 
特選丸大豆
しょうゆ・
減塩しょうゆ
（各1ℓ・1本）

・・・・・・・各299円

　岩手県産 
南部鶏（加工肉を
除く）店頭表示価格
（税抜）よりレジにて
・・・・・・・・・・2割引

キリン 一番搾り（350㎖×6缶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,098円

マルちゃん 焼そば（150g×3）・
冷し生ラーメン（しょうゆ・ごま／
各110g×3）・・・・・・・・・・・・・・・各139円

　【魚力】
〈アメリカ産〉
甘口たらこ
（180g）
・・・・・・・・・・590円

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

99円均一セール99円均一セール99円均一セール

先着500点限り

●〈群馬県産〉（産地直送）
レタス（1個）

●明星 一平ちゃん夜店の
焼そば（135g・1個）
●ネスカフェ ボトルコーヒー
（低糖・無糖／各900㎖）

●はごろも サラスパ・サラマカ（各160g）
●フジッコ フルーツセラピー
（オレンジ・ピーチ・グレープフルーツ／各160g）

●森永 コクと香りのとろける
杏仁豆腐・マンゴプリン（各195g）
●明治 十勝ボーノ 切出し生チーズ
（モッツアレラ・チェダー・ゴーダ／各4本入）

●グリコ ポッキー・
ポッキー極細
（各2袋入・1箱）

●関口醸造
お醤油屋さんのつけやき
（8枚）

●東ハト ハーベストセサミ
（8包）

●パスコ 厳選菓子パン5品
（十勝つぶあんぱん・サクふわメロン
パン・カスタードクリームパン・三角蒸し
パン黒糖・豆パンロール／各1個）

先着1200本限り

お1人様合計3点限り

●〈岩手県産〉きゅうり
（3本）

先着200点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（120g･1パック）

先着200点限り

●〈茨城県産他〉ピーマン
（1袋）

先着200点限り

先着500点限り

お1人様1ケース
（6本）限り

●〈群馬県産〉（産地直送）
小松菜（1袋）

青果 セルフマート

先着50点限り

〈北海道産〉かぼちゃ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39円各日先着200点限り

〈ニュージーランド産〉キウイフルーツ
（5個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円各日先着100点限り

先着100点限り

各日先着50点限り

先着100点限り

お1人様2点限り

※写真は一例です。※写真は一例です。

※写真は
イメージです。

各色1点限り


