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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

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。

吸湿発熱

あったか敷
きパッド

（表生地（
吸湿発熱

）：パイル綿
50％・

ポリエステ
ル35％・レ

ーヨン15％
、

地糸・裏生
地・詰物：

各ポリエス
テル100％

）

2,160円
【4階＝リ

ビング】
10点限り

紳士靴下各
種

216円
【4階＝紳

士雑貨】

スポーツ＆アウトドアバーゲン ◆11月22日（水）～27日（月）〈最終日は午後5時閉場〉 
◆6階催場

対象ブランド
スポーツ

アウトドア

今回から新しく
〈ジャックウルフスキン〉も

加わりました。

　〈ミズノ〉ダウンジャケット
（表地：ポリエステル100％、
中わた：ダウン90％・フェザー10％／
ブレスサーモ／Ｍ・Ｌ）・・・・・・・・・・・・・・10,800円
〈ジャックウルフスキン〉
中綿ジャケット（表地・中わた：
ポリエステル100％／Ｍ・Ｌ）・・・・10,692円

　〈プーマ〉ダウンジャケット
（表地：ポリエステル100％、
中わた：ダウン90％・フェザー10％／Ｍ・Ｌ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
〈ミズノ〉中綿ジャケット
（表地・中わた：ポリエステル100％／
ブレスサーモ／Ｍ・Ｌ）・・・・・・・・・・・・・・10,800円

メンズレディス

1日限りに
衝撃プライス！！

BLACKFRIDAYアメリカのお買得
イベントがまるひろに
初上陸!

11月24日（金）
各階にて開催！！

フ ラ イ デ ーブ ラ ッ ク 1日限りの
衝撃プライス！！

※写真は一例です。

ニット各種

1,620円
【1階＝シ

ューラルー
】

20点限り

婦人タイツ

（80デニ
ール）

540円
【2階＝服

飾雑貨】

30点限り

子供ブーツ
各種

1,620円
【4階＝子

供服】

15点限り



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。　

まるひろ全店、年内は
休まず営業いたします。

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

12月1日（金）
オープン！
まるひろ
上尾店5階に
【ニトリ】が
オープンします。
12月1日（金）～3日（日）は、駐車場の
混雑が予想されます。出来るだけ公共
交通機関をご利用くださいますよう、
お願い申しあげます。

コートコレクション
◆11月22日（水）～28日（火）
◆3階＝婦人服【クイーンサイズ】

冬の〈イビサ〉フェア
◆１２月１日（金）～５日（火）
◆２階＝ハンドバッグ

ゆったりとした着心地
ながら、着やせ効果と
すっきりシルエットに
こだわりました。
〈ピサーノ〉
ダウンコート
（ポリエステル100％／
中わた：ダウン90％・
フェザー10％／13～17号）
・・・・・・・・・・・・49,680円
※帽子は参考商品です。
Present 期間中、
対象商品を27,000円以上
お買上げいただいたお客様に
粗品を差しあげます。
※数に限りがございます。

◆地階＝食料品11/22●
・23●●

水

木 祝
※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。

食料品日 替 り 特 価大食品祭大食品祭

【泉屋】徳用スペシャル
クッキーズ詰合せ（300g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　1,188円

【ロイスピエール】
スーペリオアケーキ
（2本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円（1カット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・422円

【FLOプレステージュ】
苺のチョコレートシフォン
（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円

【アンデルセン】
アップルキャラメルパイ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・346円

2ＷＡＹバッグ（ポーチ付／ヘビ革×
バッファロー革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172,800円
長財布（ヘビ革×バッファロー革）45,360円

【デリショップ】
国産チキンカツ
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160円

【音羽堂】
加賀紫雲石（４個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　540円

【葵の倉】
欧千楽
（30枚入）・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【菓匠 清閑院】
柿閑か
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378円

【京樽】
茶きん鮨（2個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　432円

【北京飯店】中華惣菜
よりどりセール
（2パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

【船橋屋】
くず餅（24切入・１箱）
・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　761円

【風雅】
風雅巻（20本ミックス箱入／
１箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

【錦松梅】
プラスチック容器入
（100g） 540円

【麻布あさひ】ジューシー
フライドチキンセット（1セット）
・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　540円

【たごさく】
あかつき弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・729円

300円（1本）179円
近藤乳業 酪農牛乳（1000㎖）

2本先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円
【デリカ味彩】広島県産カキフライ
（8個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各599円

金笛 春夏秋冬のだしの素
（1ℓ）・胡麻ドレッシング（390㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円
JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・790円
【魚力】〈ロシア産〉辛子明太子
（生食用／230g）

・・・・・・・・・499円

【塩干コーナー】
〈ロシア産他〉生食用たらこ
（大・1本羽／1パック）

牛肉・豚肉すき焼き用各種 
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

各359円紀文 肉まん・あんまん（各3個入）

599円
【塩干コーナー】〈ノルウェー産〉
甲印塩さばフィーレ（特大／1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【魚力】〈アメリカ産〉いくら醤油漬
（生食用／140g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
〈熊本県産〉夢未来みかん（Mサイズ／
1袋） お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
〈山形県産他〉
サンふじ（3個）

お1人様6点・先着300点限り

199円
〈北海道産〉
たまねぎ（1袋）
お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
マルコメ 京懐石
（650g・1個） お1人様2点限り

23祝
木

お1人様各2点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全品2割引

全品2割引

〈群馬県産〉やまと豚
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引
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

11/22水オープニングサービス
99円均一セール99円均一セール

野 菜

精 肉

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） お1人様4本・先着400本限り

●〈熊本県産他〉ミニトマト
（100g当り） お1人様2点・先着200点限り

●〈長野県産他〉えのき茸
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

●〈北海道産〉じゃが芋
（3個） お1人様6点・先着900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

●南部どりササミカツ
（１枚）

●ママー スパゲティ（1.4・1.6mm／
各300g）

●マルちゃん 北海道産
小麦の玉うどん（180g×3）
●紀文 玉子とうふ（195g）
●ギンビス アスパラガス（135g）・
東ハト ハーベストセサミ（8包）
●パスコ 厳選菓子パン
（豆パンロール、他／各1個）

●カップ印 白砂糖（1kg・1袋）
お1人様1点・先着200点限り

●ペヤング ソース焼そば
（1個）お1人様2点・先着300点限り

●フジッコ フルーツセラピー
（バレンシアオレンジ・ピーチ・グレープ
フルーツ／各160g）お1人様計6点限り

お1人様2点限り

お惣菜・名店 グルメセレクション ◆11月22日（水）～26日（日） ◆地階＝食料品

各日先着5点限り 各日先着20点限り

各日先着20点限り各日先着30点限り

先着200点限り

先着100点限り

冬の新作バッグや
クリスマスプレゼントに
最適な革小物などを
ご用意して
お待ちしております。

各日午前１０時～午後７時
〈イビサ〉製品のお手入れ・修理のご相談を承ります。

12月1日（金）～4日（月）の4日間
〈イビサ〉アドバイザー来店

期間中お買上げのお客様にオリジナル粗品をプレゼント。

予告


