
2/10水坂戸店
〒350-0229 坂戸市薬師町28-1 ☎049（288）0001（代表）

まるひろホームページhttp://www.maruhiro.co.jp
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。

営業
時間

 1階 ＝午前10時～午後7時30分
2・3階 ＝午前10時～午後7時

2016

●坂戸店 2月の店休日のご案内16日（火）・23日（火） 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」※東松山店は営業しております。ぜひご利用くださいませ。

誠に勝手ながら2月18日（木）は決算品調べの
ため午後5時閉店とさせていただきます。

ヤニック・
シュヴォロー氏

〈六花亭〉
ストロベリーチョコ（ホワイト）
（115g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・651円

〈ロイズコンフェクト〉
生チョコレート［オーレ］
（20粒）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

セレモニー
スタイル特集
●2月10日（水）～15日（月）
●2階＝婦人服・服飾雑貨

ワンピース（ポリエステル100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円
【2階＝婦人服】

【2階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・25,920円
■〈バトームーシュ〉
ジャケット（表地：綿95％・ポリエステル5％／裏地：ポリエステル100％）
A

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,804円■ハンドバッグ（W30×H21×D21cm）C
【2階＝婦人靴】9,612円■〈Mスタイル〉パンプス（ヒール7cm／22.0～24.5cm）D

■C

■D

■A

◆2月14日（日）まで  ◆1階＝食料品
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

〈ゴディバ〉①クープダムール 
セレクション（5個入）・・・・・・・・・・・・2,160円

〈ジュラシックショコラ〉
ジュラシックマーチ
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈ユーハイム〉
バウムシュピッツ
（11個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈メリー ブラッドリー〉
アソーテッドチョコレート
（15個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈フーシェ オリンポス〉
オリンポスの煌めき／
Planete（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

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

〈イタリアントマト〉
バレンタインケーキ
（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

②クープダムール 
キープセイク（5個入）・・・・・・・・・・・3,996円

◆2/12（金）～14（日）のみの販売
◆1階＝特設コーナー

◆2/12（金）～14（日）のみの販売
◆1階＝イタリアントマト

〈メリーチョコレート〉鏡山 ガナッシュ
チョコレート（90g）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈ガトーフェスタ ハラダ〉グーテ・デ・ロワ 
プレミアム・バレンタインエディション
Ｍ／mika ninagawaコラボパッケージ
（プレミアム5枚、プレミアム バレンタイン

エディション5枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

■〈アンフィニ〉アンサンブル
（ツイードジャケット・レース＆シフォンワンピース）

B

■B

Present 期間中、〈アンフィニ〉の対象商品をお買上げのお客様先着20名様に「コサージュ」を差しあげます。

①

②

まるひろ
オリジナル



※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。

049（288）0001（代表）
営業時間
1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

坂 戸 店

※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。 

◆1階＝食料品2/10 12水 金 食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※生鮮品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。

※ボーナスポイントは、2016年3月の付与をもちましてサービスを
終了いたします。予めご了承くださいませ。Mクラブからの大切なお知らせ

坂戸店150セット限定 お１人様１セット限り

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●サービスカウンターにて販売いたします。

※左記、大人のエンジョイパスをお持ちの方が
　ご購入いただけます。

今月は 2月15日（月）販売！

1割
お得な

※詳しくは、3階＝サービスカウンターまで。
Enjoy「大人の          パス」は従来のポイントサービスに更に特典をプラスしたサービスです。

●税抜3,000円以上のお買物でスタンプを１個押印。 
●半年間でスタンプが12個貯まると500円のお買物券と交換。 
●パスは、サービスカウンターにて発行いたします。 
●パスの発行・交換は偶数月のみとなります。

60歳以上のMクラブカード会員の方に無料でパスを発行。
※今年60歳になられる方も対象となります。

お得な 登録受付中！

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

・・・・・・・・54,000円

羽毛ふとん
（シングルサイズ／
詰め物：フランス産シルバー
グースダウン90％／1.1kg、
側地：綿65％・ポリエステル

35％）

・・・・・・・・・・・・・270円

【肉処せんや】千葉県産
匠味豚切身（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・各299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） 189円

小岩井 生乳100％
ヨ－グルト（400g）

258円

【東信水産】〈ロシア・
アメリカ産〉明太子切子
（生食用・解凍／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　599円
笛木醤油 金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）

99円
まるか ペヤングソースやきそば
（120g・1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円
【東信寿司】海鮮丼
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　159円
〈埼玉県産〉長ねぎ
（2本・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】
サクサク海老スティック
（5本入）

11
●木●祝

午前10時から正午12時まで朝市朝市

先着100点限り

お1人様1ケース（6本）限り

先着100点限り

お1人様2点限り

お1人様2点・先着100点限り

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・499円

〈静岡県産〉
（樹熟採取）青島みかん
（7個入・1袋） ・・・・・・・399円

【東信水産】〈兵庫県産他〉
ちりめんじゃこ（生食用／
約90g・1パック）

・・・・・・・・・・・・399円

味の素 オリーブオイル
エキストラバージン
（400g・1本） ・・・・・・・・・209円

明治 おいしい牛乳
（1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【肉処せんや】
プリマハム 香薫ウインナー
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　199円
はごろも シャキッとコーン
（3缶・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・480円
【肉処せんや】〈国内産〉黒毛和牛
小間切れ（100g当り）

480円
【東信水産】〈ノルウェー産他〉
さば干物（解凍／3枚入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99円
〈長野県産〉ぶなしめじ
（約200g・1袋）

・・・・・・・・・・・・180円

【デリカ味彩】国産
鶏レバーのワイン煮
（100g当り）

午前10時から正午12時まで朝市朝市

先着100点限り

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89円

〈愛媛県産〉
キウイフルーツ
（1個） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
フライ・コロッケ各種
（1個）

・・・・・・・199円

永谷園 生みそ汁
（あさげ徳用・ゆうげ徳用／

各10食入・1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

タカノ ツインパック豆腐
（絹・木綿／各200g×2・1丁）

・・・・・・・・・・・・・・・298円

【東信水産】〈モロッコ産他〉
真だこ（生食用・ボイル／
100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69円
アサヒコ 昔あげ
（2枚入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】縞ホッケの塩焼き
（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80円
【肉処せんや】〈国内産〉日南どり
むね挽肉（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　199円
〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・180円

【肉処せんや】スモーク
ハム ブラックペッパー
（100g当り）

午前10時から正午12時まで朝市朝市

先着300個限り

・・・・・・1,080円から

　婦人
防寒雑貨各種

【服飾雑貨】

・・・・・・2,160円から

　紳士
防寒雑貨各種

【紳士雑貨】
【オンシーズン】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

　婦人中わたコート
（表地：ポリエステル100％・
中わた：ポリエステル100％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
　婦人ニット各種

【2階＝オンシーズン】・・・2,160円
婦人チュニック各種

防寒衣料・雑貨バーゲン

〈東京西川〉羽毛ふとん決算処分市

日替り
限定お買得

◆2月10日（水）～15日（月） ◆2階にて開催
※写真は全て一例です。

◆2・3階にて開催

◆2月10日（水）～15日（月） ◆3階＝特設会場
2月誕生石アクセサリー

◆2月10日（水）～15日（月）
◆3階＝宝飾

〈横手人形〉ひな人形展示販売会
◆2月26日（金）まで ◆3階＝特設会場

紫色が美しい、二月の誕生石を
使ったネックレスです。

12,960円

アメジストネックレス
（全長40ｃｍ）

Mクラブカード・
友の会カードを
ご提示いただいた
お客様は

いたします。 5点限り

【3階＝寝具】・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
敷きパッド（シングル）15点限り

13
●土

【2階＝紳士雑貨】・・・・・・・1,080円
紳士イヤーマフ各種 10点限り

【3階＝子供服】・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
子供長袖Tシャツ各種 20点限り

14
●日

【2階＝婦人雑貨】・・・・・・・1,080円
婦人手袋各種 20点限り

【3階＝紳士肌着】・・・・・・・・・・・・・540円
紳士肌着各種 20点限り

お1人様2点限り

※写真はイメージです。

10％割引

〈最終日は午後1時にて終了〉

先着100点限り 先着100点限り

10●水 11●木●祝 12●金


