
11/15水

2017

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」まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。

上尾店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒362-0036 上尾市宮本町1-1 048（777）1111（代表）
上尾駅東口

営業時間：午前10時～午後7時30分

◆2階=ウィッグ

〈ワコール〉サンクスセール
ポイントアップフェアまるひろMクラブカード

まるひろMクラブカード・アトレMクラブカード・
まるひろスターカードのいずれかをご提示ください。

通常のポイントにプラス2ポイント、または4ポイント。

※一部除外品がございます。
　詳しくは売場係員におたずねください。◆各階にて開催

◆11月１5日（水）～21日（火） 
◆6階催場〈最終日は午後4時閉場〉

ブラジャー各種・・・・・・・・・3,240円から 婦人肌着トップス各種・・・・・・・・・・・2,592円から
肌着（ボトム）各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円から婦人ショーツ各種・・・・・・・・・・・648円から
婦人ナイティ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円からガードル各種・・・・・・・・・・・・・3,564円から

●カジュアル
ノンワイヤーブラジャー 50点限り

●機能性ショーツ 50点限り

水限り

土限り

日限り

日替りサービス 特別価格

●黒ブラジャー各種 30点限り

50点限り●あたたか肌着（長袖）

冬のコスメティックフェア ポイント

4ポイント

2ポイント

～華やかにイメージチェンジ 新作フルウィッグ～

Present  期間中、32,400円以上
お買上げのお客様に「フェイクファー
スマホタッチグローブ」を差しあげます。

〈フォンテーヌ〉
エレガントウィッグフェア

VM71
・・・・・172,800円

〈資生堂〉
シワ改善。そして美白。多面的
アプローチではずむ表情に。
SHISEIDOから世界へ。
※美白とはメラニンの生成を抑え、
　シミ・ソバカスを防ぐことです。

〈資生堂〉バイタル
パーフェクション 
リンクルリフト 
ディープレチノ 
ホワイト4（医薬部外品／
クリーム（部分用）／15g）

・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

ワコールのあったか肌着史上
最薄・最軽量で着ぶくれしにくく
暖かい肌着です。
 

〈ワコール〉
あったかインナー

◆3階＝ワコール

ボトム足首丈
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円

トップス9分袖
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,996円

ロングセラー保湿美容液の１年に１度のお得サイズを
数量限定で発売いたします。今年は
初めての方にもお試しいただける、
20㎖トライアルサイズもあわせて
数量限定で販売いたします。

〈コスメデコルテ〉

〈コスメデコルテ〉
モイスチュア
リポソーム
（数量限定／85㎖）

（数量限定／20㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

季節や使いごこち、重点的にケアしたい肌
悩みから自分ぴったりのお手入れにあわせて
フレッシュ、モイスチャー、ディープ
モイスチャーの３タイプがございます。
うるおいバランスをすこやかに
ととのえて、キメ細かくなめらかな
肌をめざします。

〈ちふれ化粧品〉

〈ちふれ化粧品〉
バイタルアップ
ローション
（化粧水／120㎖）

（詰替え用）・・・・・・・・・・1,728円
2,052円

セット内容 
●ローションＷＲ
　（30㎖／トライアルサイズ）
●セラムＷＲ
　（10㎖／トライアルサイズ）
●クリームＷＲ（８g／トライアルサイズ）
●マスクＷＲ（26㎖・１枚入／シート状美容液マスク）

３ステップ＋スペシャルケア。待てない大人の肌へ。
１４日間で感じる変化。

〈パウダーパレット〉
セルアドバンスト 
コレクションＷＲ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈パウダーパレット〉

うるおいを極めた高保湿
美容液。化粧水の直前に
なじませるだけ。
簡単に潤った
美しい肌へ。
スッとなじむ心地
良い使用感です。
〈ハーバー〉
ディープ
モイストセラム
（美容液／30㎖）

・・・・・・・・・3,888円

〈ハーバー〉

サイドの柔らかな
ボリューム感が
華やかさを演出する
フルウィッグ。
パーティやちょっとした
おでかけでもシーンを
選ばず使えます。

◆11月15日（水）～19日（日）　◆2階=化粧品 ◆11月15日（水）～19日（日）　

◆11月15日（水）～19日（日）　

期間中、６階催場「〈ワコール〉サンクス
セール」で〈ワコール〉商品を3,240円以上

お買上げで１スタンプ。
更に対象の売場でお買上げいただくと

１スタンプ差しあげます。
計２スタンプを集めていただくと

３階＝婦人肌着〈ワコール〉売場にて
「ワコールグッズケア用品」を差しあげます。

スタンプラリー開催

３階＝婦人肌着〈ワコール〉
２階＝化粧品〈資生堂〉〈ハーバー〉〈ちふれ化粧品〉
〈コスメデコルテ〉〈パウダーパレット〉〈カリス成城〉

※数に限りがございます。
なくなり次第終了とさせていただきます。

対象
売場

ポイント
ワコール
商品に限り



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

※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。　
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※数に限りがございます。

①

②

※ポイントサービスの対象外となります。

※ポイントサービスの対象外となります。

※パンツは参考商品です。

11月19日（日）
上尾シティマラソン

交通規制のお知らせ
午前8時30分～午後12時10分までは、
中山道が通行止めとなります。一方通行
解除となる、郵便局（踏切）方面から
駐車場をご利用くださいませ。

◆12月18日（月）まで 
◆6階催場

〈最終日は午後5時閉場〉 

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

Kobaton

お歳暮
ギフトセンター
好評開設中！

彩の国から
冬の贈り物2017 
まるひろのお歳暮

◆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

〈シューラルー〉
アウターフェア

まるひろ上尾店２階に      
時計売場〈タイムランド〉オープン

◆１１月１５日（水）～２１日（火）
◆１階＝婦人服【シューラルー】

〈ヤマト屋〉期間限定
ハンドバッグフェア
◆１１月１５日（水）～21日（火）

◆２階＝ハンドバッグ

◆１１月１５日（水）～19日（日） ◆２階＝時計売場

特選
ペルシャ絨毯展
◆１１月１５日（水）～２１日（火）
◆２階＝エンジョイスペース

〈シンプルライフ〉
　　 アウターフェア

◆１１月１５日（水）～２１日（火）
◆４階＝紳士服【トータルカジュアル】

Present 
期間中、
〈シューラルー〉の
アウターを
お買上げいた
だいたお客様
先着20名様に
「ハンガーセット」を
差しあげます。
※セール品は
　対象外とさせて
　いただきます。

Present 
期間中、〈シンプルライフ〉のアウターをお買上げのお客様先着
10名様に「〈シンプルライフ〉ロゴ入りボールペン」を差しあげます。

水・光に強く、軽くて柔らかい
〈ヤマト屋〉のバッグをご紹介いたします。

今着たい、ほどよい厚みと
長すぎない着丈のジャケットで
スッキリとしたコーディネートです。

②ショルダー（20×
24×10cm）・・・・8,964円

フリースタートル
（アクリル81％・指定外繊維
（テンセル）19％）10,692円

アウター
（毛100％）・・・・・・・・・・・・60,480円

①リュック
（36×24×14cm）
・・18,360円

・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

〈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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324,000円

ペルシャ絨毯 タブリーズ
（毛100％／約197×302cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・590円

【魚力】〈アルゼンチン産〉
刺身用赤えび（10尾）

銘柄鶏各種
（指定銘柄に限る）

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

・・・・各79円

タカノフーズ おかめ
ツインパック豆腐（絹・
木綿／各200g×2）・アサヒコ 
昔あげ（2枚）

・・各1,280円
国産牛（交雑種）サーロインステーキ（約170g）・
ロースステーキ（約190g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
サイボクハム ポークウインナー
（145g・1パック）

・・・・・・・・・・・・各179円
ホソヤ 昭和生まれの贅沢焼売（6個）・
餃子（8個）・春巻（5個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・690円
【魚力】〈アメリカ産〉たらこ甘口
（250g）

559円紀文 紀文の季節（12種21品）

599円
【塩干コーナー】〈ノルウェー産〉
甲印塩さば一夜干真空（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】北海道きのこと
チキンのグラタンコロッケ
（5枚・1パック）

●肉団子（100g当り）

2017 ボージョレ・ヌーヴォー
　   11月16日（木）
　   いよいよ解禁。

2017 ボージョレ・ヌーヴォー
　   11月16日（木）
　   いよいよ解禁。◆11月15日（水）～21日（火） 

◆地階＝特設会場

〈とんかつまい泉〉
期間限定販売会

パティスリークリエーション
〈ガトーフェスタ ハラダ〉

◆11月15日（水）～21日（火） 
◆地階＝特設会場

期間限定販売会
ヒレかつ
サンド
（6切）

・・・・843円 ②グーテ・デ・ロワ プレミアム／
簡易箱（５枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

①グーテ・デ・ロワ／化粧中箱
（２枚入×１３袋／26枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

予告

青 果 オープニングスペシャル
●〈埼玉県産〉きゅうり
　　（3本） お1人様6本・先着3000本限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈山形県産他〉サンふじ（1個）

お1人様5点・先着1500点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
ネスカフェ ゴールドブレンド
（90g） お1人様2点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈福岡県産〉早生富有柿（1個）

お1人様5点・先着300点限り

お1人様1点・先着500点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
　　（120g入）お1人様2点・先着500点限り
●〈長野県産他〉えのき茸
　　（1袋）お1人様2点・先着500点限り
●〈茨城県産〉ピーマン
　　（1袋）お1人様2点・先着500点限り
●〈青森県産〉国産にんにく
　　（1個）お1人様2点・先着200点限り
●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
　　（1袋）お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着500点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

〈新潟県産他〉
たねなし柿（1個）

お1人様5点・
先着1000点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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）
お1人様1ケース（6本）限り

●国産豚もも切り落とし肉
※銘柄豚を除く （100g当り）

●JA全農たまご 朱のしずく
たまご赤玉小玉ミックス
（10個・1パック）

精 肉

デリカ味彩

99円均一セール99円均一セール

16木
3割引

・・・・・・・・・・498円

【魚力】〈愛媛県産〉
真鯛柵取り（養殖／
100g当り） 各378円

ヤクルト ヤクルト・
ヤクルトカロリーハーフ
（各65㎖×10本）

銘柄豚各種
（指定銘柄に限る）

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈埼玉県産他〉
ほうれん草
（1束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各699円

サクラ印 
純粋はちみつポリ
（700g）・はちみつ
ブルーベリー（650g）

お1人様2点・先着500点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈山形県産〉
ラ・フランス（1個）
お1人様5点・先着500点限り お1人様計2点限り

3割引

・・・・・・・・1,290円
【魚力寿司】にしき
（10貫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖）

〈国内産〉黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・・・・39円
〈北海道産〉かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

サトウ 切り餅
パリッとスリット
（1kg・1袋）

各日お1人様2点限り

各日お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈ニュージーランド産〉キウィ
フルーツ（グリーン）（1個）
各日お1人様5点・
先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引

17金 18土・19日

※一部除外品あり。 ※メンテナンス・電池交換は割引除外とさせていただきます。

オープン記念  期間中全品10%OFF

◆11月16日（木）から 
◆地階＝和洋酒
◆11月16日（木）から 
◆地階＝和洋酒

まるひろ
オリジナル

①

②

15水


