
誠に勝手ながら8月21日（月）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。

23日（水）・30日（水）●東松山店　8月の店休日のご案内
※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」

8/16 水

2017

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）

東松山店

※商品はご自宅使用限定とさせていただきます。※ご進物としてのご注文は承りできません。（のし掛、包装などのご依頼はご遠慮ください。）

ギフト商品（外箱等に多少の傷・難あり商品の為）を、処分価格（メーカー希望小売価格の
50%OFF※表示価格は割引後の価格です。）にて特別大提供いたします！

※処分品の為、返品・交換はご容赦くださいませ。※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。
※ポイントサービスの対象外となります。 

1,080円

【にんべん】
本枯鰹節
物語
（2.5g×30袋）

・・・・・540円

【伊藤園】
煎茶
（100g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円
いかめし
（2尾入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円
函館がごめとろろ
（35g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
炭火焼あごだしの素
（18個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
あごスープ
（45g）

・・・・・・2,268円
津軽リンゴジュース
（1Ｌ×6本入・1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・465円
ボレロウエハーススティック
各種（400g）

【北海道・山丁長谷川商店】 【新鮮な海の市場】 【キャピタル】

・・・・・・・・・・・・・・・              2,000円

サイボクお楽しみ袋
（ピリ辛ウインナー・サラミウインナー・
ピザウインナー・極あらフランク）

・・・・・・・・・・・・・・・              3,000円

【東信水産】お楽しみ袋
（まぐろ柵、銀鮭、ほたて貝柱、釜揚げ
しらす、天然えび）

1,188円

【泉屋】
得用
クッキー
（300g）

食料品お買得市

&
※写真はイメージです。

●1階＝銘店

【新宿高野】
ピーチロールケーキ
（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

【マミーズ】
アップルパイ
（1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,201円

【R．L（エールエル）】
ワッフルケーキセット
（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,124円

【ミルフィーユ】
天使の
ふわふわほっぺ
（5個入）・・・・・・・・・・・648円

【鎌倉ニュージャーマン】
かまくらカスター
（カスタード・チョコレート／

各1個）・・・・・・・・・・・・・・141円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

〈青森県産他〉
トマト
（不揃い約1kg入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

〈茨城県産他〉
幸水梨
（不揃い約1.5kg入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

〈佐賀県産他〉
たまねぎ
（不揃い約2kg入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   899円

赤羽商店 瀬戸内産特等級
はねだし焼海苔（全型30枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円
讃岐物産 阿波半田手延
切り落とし麺（500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円
九州椎茸 九州産菌床
無選別椎茸（100g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
昭栄堂 割れクッキー・パイ
（300ｇ）

・・・・・・・・・・・299円
千秋堂 くるみゆべし
切り落し（180ｇ）

・・・・・・・・・・・299円
福寿屋 長崎切り落し
カステラ（230ｇ）

日替り
スイーツ

8/16水

8/16水

19土

20日

17木 18金 19土 20日

先着50点限り

先着20点限り

先着200点限り

お1人様2点・先着100点限り

お1人様2点・先着50点限り

お1人様2点・先着100点限り

先着200点限り

先着200点限り 先着10点限り

先着150点限り 先着20点限り先着24点限り 先着20点限り 先着24点限り

8/16水限り8/16水限り

理由あり品お買得市

◆8月16日（水）～20日（日） ◆4階催場◆8月16日（水）～20日（日） ◆4階催場



0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 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。 ※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。

◆地階＝食料品食料品日 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

決算処分市決算処分市決算処分市決算処分市 ◆8月16日（水）～22日（火）
◆各階にて開催

半期に一度の総決算！
売り切れご容赦、お早めに！

※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。

168
水 17 木 18 金 19 土 20 日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈岩手県産他〉
きゅうり（2本）

お1人様4本・先着800本限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   179円

〈国内産〉
豚ロース肉各種（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150円

【東信水産】
〈チリ産〉甘口銀鮭
（1切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     99円

ミツカン 穀物酢
（500㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円

小岩井
ヨーグルト生乳
（400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

オーストラリア産
牛ローストビーフスライス
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円

【東信水産】
〈モロッコ産〉真たこ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各399円

味の素 オリーブオイルＥＸ
バージン（400g）・
健康サララ（600g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円
近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖）

お1人様2点・先着300点限り

お１人様1点・先着200点限り

先着50ｋg限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）とうもろこし（1本）

お1人様2点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

【デリカ味彩】
いわし磯辺フライ
（6個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

〈国内産〉
若鶏もも唐揚げ用肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円

【東信水産】〈インドネシア産〉
天然ホワイトえび
（20尾入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    599円

サトウ
切り餅パリッとスリット
（1kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円
丸広 寄せ豆腐
（タレ付／250g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
フライ・コロッケ各種
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459円

国産牛（交雑種）もも・
肩切落し肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

【東信水産】
本まぐろ入刺身盛合せ
（4点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円

堀商店
岩船産コシヒカリ
（5kg）

・・・・・・・・・・・・各378円

ヤクルト
ヤクルト・カロリーハーフ
（各65㎖×10本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180円

【デリカ味彩】
豚ヒレ肉と根菜の黒酢和え
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）高原レタス（1個）

お1人様2点・先着300点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈秋田県産他〉
カットすいか（1/6カット）

各日お1人様2点・先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
婦人帽子各種

【婦人雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
サンダル各種

【婦人雑貨】

1階＝服飾雑貨

・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から
カットアンドソーン各種

【特設コーナー】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

有名ブランドチュニック
カットアンドソーン各種

【オッジ】

2階＝婦人服

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
ショートパンツ各種

【カジュアルパーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から
扇子・帽子各種

【紳士雑貨】

3階＝紳士服

・・・864円
ボーイズ・ガールズ
トップス各種

【ボーイズ・ガールズ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

ボーイズ・ガールズ
ボトムス各種

【ボーイズ・ガールズ】

3階＝子供服

・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から
ステンレス鍋各種

【家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円から
タオルケット各種

【寝具】

4階＝リビング

2018年度
ランドセル早期販売会

ミシンバーゲン
◆10月10日（火）まで
◆3階＝子供雑貨

◆8月16日（水）～22日（火）
◆2階＝手芸

◆8月20日（日）午前10時～午後5時

〈アディダス〉
（重さ：約1,110g）
・・73,440円

●〈ジャノメ〉水平釜ミシン
（JE-3200EX）・・・・・・・・・・・・・・26,784円
●〈ブラザー〉コンピューター
ミシン（シャリオ570）

ミシンアドバイザー来店　

●作品見本
42,984円

第40回記念大会
日本スリーデーマーチ

◆開催地：埼玉県東松山市
◆事前登録受付：9月30日（土）まで
●詳しくはホームページをご覧ください。

 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/3day/

お１人様2点限り

・・・・・・50％OFF
●夏糸・布地（一部商品を除く）・
製品 ・・・・・・・・・・・・・・各20％OFF

まるひろ
Mクラブカード
会員のお客様は ※一部商品を除く10％OFF

PRESENT アディダス
ランドセルをお買上げの
お客様にオリジナル
グッズを差しあげます。


