
※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下さい。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。

期間中、2017年の他社ギフト申
込書をご持参の上、新規にお
歳暮ギフトセンターにて10,800
円以上お買上げでご配送のお
客様に「1,000円のお買物券」
をプレゼントいたします。

期間中、お歳暮ギフトセンターにて10,800円
以上お買上げの、まるひろ友の会・Mクラブ
カード・スターカード（リーダース・チェリー）各会員様、
合計先着5,000名様（お歳暮ギフトセンター開催店舗配布合計）
に「まるひろオリジナル
ひざ掛け」をプレゼント
いたします。

明治屋 果実実感ジャム
（つぶつぶイチゴ/つぶつぶブルーベリー/
ざくざくオレンジマーマレード/
340ｇ・各1個）.........................299円

モンカフェ ドリップコーヒー
（マイルド/モカブレンド/スペシャルロースト/

10パック入・各1個）................299円

にんべん
フレッシュパック
ソフト
（4.5g×8袋・1パック）

..............299円

ミツカン
純米酢 金封
（500㎖）・
味ぽん
（600㎖）
（各1本）

299円

にんべん
つゆの素
（1000㎖・1本）

.........399円

産地精米 
新潟県産
コシヒカリ 
しらゆき米
（5㎏・1袋）

1,880円

はごろも
シーチキン
Lフレーク・
マイルド
（70g×4缶・
各1パック）

...399円

マンジョウ
芳醇本みりん
（1000㎖・1本）

......299円

マルちゃん 
北の味わい
ラーメン
（ガラ炊き醤油/
ガラ炊き味噌/
110g×2・
各１袋）

..139円

サトウ 
コシヒカリ 
3食パック
（200g×3・1パック）..................399円

黄桜 
呑パック
（2ℓ・1本）

.......980円

各日お1人様2点限り

各日お1人様2点限り

マルちゃん 焼そば
（150g×3・１袋）....................139円

ヤスダ 
バラエティー
セット
（500㎖×4本）

1,080円

紀州小橋 
紀州産
つぶれ梅
蜂蜜8％・
紀州産
しそ漬
つぶれ梅
13％
（250g・各1パック）................499円

紀文 肉まん・あんまん
（3個入・各1パック）................399円

3割引ハーゲンダッツ
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

4割引冷凍食品
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

セルフマート ベストセレクションセルフマート ベストセレクション 11/19（日）まで

クリスマスケーキご予約承ります
■1階＝特設コーナー
■ご予約受付：12月14日（木）まで
■お渡し：12月23日（土・祝）・24（日）
　　　　各日午前11時から

笛木
春夏秋冬
だしの素
（1ℓ・1本）

..........599円

紀文 紀文の季節
（12種21品・1パック）.............599円

笛木醤油 
金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖・1本）

.......599円

ダノンビオ
ヨーグルト
各種
（75g×4・各1パック）

.....159円
（2パック）

.....300円
明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン/脂肪0/450g・各1パック）139円

※一部商品を除く

おせち料理ご予約承りますおせち料理ご予約承ります
◆承り期間：12月22日㈮まで
◆お渡し：12月31日㈰ 
　　　　午前11時～午後5時

ドゥデ・ノーダン
ボージョレ・ヌーヴォー2017
（さくら草ラベル）
（750㎖・1本）.............................2,484円

2017年

■1階＝和洋酒コーナー

ボージョレ・ヌーヴォー
　　11月16日㈭解禁

※お品代はご予約の際、または12月14日（木）
　までにご来店にてお願いいたします。
※数に限りがございますので、お早めにご予約くださいませ。

【新宿高野】
マネージュ
（直径 約12㎝）..........3,024円

まるひろ
オリジナル 【まるひろ】まるひろオリジナル

「彩」《いろどり》おせち 和洋三段重
（27品目・約3～4人前/
21.8×21.8×5.6㎝×3段）.................................21,600円

11/30㈭
までのご予約で5%OFFまるひろオリジナルおせち

早期ご予約割引

限定600点

【福砂屋】カステラ
（0.6号・1本）................1,188円

【水戸屋】ちちぶ餅
（2個入）................................270円

【アルデュール】タルト各種
（各1個）........................501円から

【養老軒】ふるーつ大福
（4個入）.......................1,124円

【パステル】なめらかプリン
（1個）...................................357円

【ダロワイヨ】オペラ
（5個入）.......................1,080円

先着96点限り先着150点限り 先着50点限り 先着76点限り先着150点限り

写真はイメージです

※数に限りがございます。

11/15（水）～19（日） 15（水） 16（木） 17（金） 18（土） 19（日）
スイーツフェアスイーツフェア

Kobaton

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

彩の国から冬の贈り物 2017まるひろのお歳暮

お歳暮ギフトセンター
好評開設中！

◆12月18日（月）まで〈最終日は午後4時閉場〉
◆3階＝ギフトプラザ

乗り換えキャンペーン 
◆12月18日（月）まで

お買上げ特典 
◆11月30日（木）まで

※一部除外品がございます。詳しくは売場係員にお尋ねください。

写真はイメージです写真はイメージです

赤羽商店 
瀬戸内産
寿司
焼海苔
（24枚・１袋）

799円

予告

写真はイメージです写真はイメージです

11/15  ㊌
2017



生活応援 プライス 食料品日替り特価市

※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。商品は豊富に取り揃えてございますが、万一品切れの場合はご容赦ください。

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

先着20㎏限り

先着15㎏限り

〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック）......................................................99円

〈新潟県産他〉種無し柿
（1個）............................................................79円

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭切身
（養殖/解凍/1切）.................................129円

【東信水産】〈長崎県産〉
瀬付あじ開き（解凍/2枚）.........399円

【せんや】国産豚バラしゃぶしゃぶ用
（100g当り）...........................................198円

先着1000点限り

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

〈埼玉県産他〉ほうれん草
（1束）............................................................99円

〈山形県産〉ラ・フランス
（1個）............................................................99円

【東信水産】〈韓国産他〉めばちまぐろ
刺身用柵（解凍/2柵）..........1,080円

【東信水産】〈香川県産〉オリーブ
ぶり切身（養殖/2切）....................580円

【せんや】国産若鶏手羽元
（100g当り）..................................................58円

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イメージです

〈宮崎県産他〉ブロッコリー
（1個）............................................................99円

〈愛媛県産〉糖度センサー選別 
ノーワックスみかん
（2Lサイズ21玉入・１箱）.........................999円

【東信水産】本まぐろ中トロ入握り寿司
セット（12貫・1折）...................1,280円

【東信水産】〈香川県産〉オリーブ
ぶり刺身（養殖/1折）....................580円

【せんや】国産若鶏つみれ鍋物用
（100g当り）...........................................100円

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

〈愛知県産他〉トマト
（1袋）......................................................299円

【東信水産】本まぐろ入刺身 3点盛
（1折）..........................................1,080円

【東信水産】海鮮鍋セット
（1パック）..............................................880円

【せんや】（国内産）牛ももうす切り
（100g当り）...........................................600円

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イメージです

先着3000本限り 先着500点限り 先着500点限り 先着500点限り 先着200点限り

〈埼玉県産〉
きゅうり
（3本）

先着300点限り

【せんや】（国内産）牛肩ロースうす切り
（100g当り）..........................................................................950円〈フィリピン産〉フィリピンバナナ

（1袋）..........................................................................................99円

【東信水産】〈スペイン産〉本まぐろ
刺身用柵（解凍/100g当り）...........................................999円

【東信水産】お楽しみ袋
（1袋）..........3,000円

〈長野県産他〉
えのき茸
（1袋）

先着30点限り

11／15水限りのスペシャルプライス

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イメージです写真はイメージです

〈新潟県産〉
まいたけ
（120g・1パック）

〈茨城県産〉
ピーマン
（1袋）

〈青森県産〉
泥ごぼう
（カット）（1袋）

先着500点限り 先着500点限り

先着500点限り

先着200点限り

先着150点限り

先着1000点限り先着500点限り

青果

99
円均一

青果

99
円均一

16　限りのお買得16木限りのお買得

17　限りのお買得17金限りのお買得

18　限りのお買得18土限りのお買得

19　限りのお買得19日限りのお買得

※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。●食料品売場●食料品売り出し期間 水 日11/15 11/19


