
上尾店 4/19木

2018

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
会員様

4/19□限り木 ●上尾店 次回店休日のご案内 5月23日（水）食料品 ポイントフェア 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」
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◆東京ますいわ屋 ◆ＡＰＪ

◆銀座 山野楽器

◆食器◆絨毯

◆シモンズベッド＆家具

・・・・702,000円
〈ヤマハ〉ハイブリッドピアノ
アバングランド N1

129,600円
①ペルシャ絨毯 タブリーズ
（約60×98cm／毛100%）

・・・・・・・・・・・・・・162,000円

〈セイコー アストロン〉
（ＧＰＳソーラー／ＳＳ／サファイヤガラス／
10気圧防水）

108,000円

〈セイコー エクセリーヌ〉
（ソーラー電波／チタン／サファイヤ
ガラス／10気圧防水）270,000円

②ペルシャ絨毯 カシャーン
（約155×200cm／毛100%）

アコースティックの繊細さと、デジタルの
快適さを兼ね備えたハイブリッドピアノ。
グランドピアノと同じアクション機構が
繊細なニュアンスを実現。
なめらかな演奏感と確かな弾きごたえ、
そして最高の響きが魅力のハイクラス
モデルです。

ペルシャ絨毯を中心に手織り絨毯を
取り揃えました。敷くだけでお部屋が
洗練され華やいだ空間になります。

創業72年の〈東京ますいわ屋〉が厳選した、
真物「ほんもの」志向の和装美をご提案いたします。ぜひご高覧ください。

①世界初のＧＰＳソーラーウォッチで、
現在地の正確な位置・時刻情報を
取得。厚さ12.4mmのケースと
シンプルなダイヤルが魅力です。

②ソーラー電波時計で、何時も正確
な時を刻みます。チタンケース仕様で
軽く使いやすい、大人のための上質な
ドレスウォッチです。

・・・・・・・・・・・・51,840円
チェア
（W49×D56.5×SH42cm／1脚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・151,200円
　テーブル
（W160×D85×H68cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91,800円
リビングテーブル
（W122×D57×H44.5cm）

106,920円
アームチェア
（W70×D76×H83×SH36.5cm／1脚）

・・・・・303,480円
　3Pソファ
（W178×D76×H83×SH36.5cm）

・・・・・・・・・・・・・・・119,800円
セミダブルベッド
（W123×L199×H85cm）

・・・・・・・・・・・・・・・139,800円
ダブルベッド
（W143×L199×H85cm）

・・・・・・・・・・32,400円

K18ダイヤモンドペンダント
（ダイヤモンド計0.08ct／全長40cm

アジャスター付） ・・・・・・108,000円

ＰＴパパラチアサファイア
ペンダント
（パパラチア0.3ct・ダイヤモンド

計0.03ct／全長最大45cm スライド

アジャスター付） ・・・・・・・・・・・・59,400円
Ｋ18半貴石ロングネックレス
（全長約80cm）・・129,600円

SV無調色花珠パール
ネックレス・ピアスセット
（パール：ネックレス約8.5mm～9mm、

ピアス約8.5mm／ネックレス全長

43cm／鑑別書付）

◆４月１９日（木）～２３日（月）
〈最終日は午後５時閉場〉
◆６階催場

宝 石フェア

2018 MARUHIRO

同時開催

穂高

穂高

・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,800円
　シングルベッド
（W100×L199×H85cm）

・・・・・・・・140,000円

セミダブルベッド
（W121×L201×H85cm）

・・・・・・・・120,000円

　シングルベッド
（W98×L201×H85cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,400円

　テーブル
（Ｗ135×Ｄ85×Ｈ70cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46,440円

チェア
（Ｗ47×Ｄ49×H82.5×SH41cm／１脚）

引き出し付

・・・・・・・・・・・・・168,000円
セミダブルベッド
（W123×L198.7×H85cm）

・・・・・・・・・・・・・188,000円
ダブルベッド
（W143×L198.7×H85cm）

・・・・・・・・・・・・・148,000円
　シングルベッド
（W100×L198.7×H85cm）

※マットの柄は
写真と異なります。

※マットの柄は
写真と異なります。

引き出し付

2台お買上げで
もお得！40,000円

◆時計2階

※ただし、仕立て及び仕立て直し代は対象外となります。※程度によっては、お受けできない場合がございます。

・・・・・194,400円

刺繍訪問着
お誂え

お仕立て上がり価格

きものお手入れ相談会
期間中、きもの・帯類のシミ抜き、生洗い、洗張り、など

通常価格の3０％OFFで承ります。

①
②

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,600円

笹倉鉄平
「カフェ・ドゥ・ラ・ミュズィック」
（キャンバスジクレー／額付172×328mm)

自然や街並の「光」を巧みに表現し、日本
のみならずヨーロッパでの個展開催など、
名実共に日本を代表する作家の一人、
笹倉鉄平の作品をご紹介いたします。

©TEPPEI SASAKURA / 
ART TERRACE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118,800円

〈ウェッジウッド〉
ティーカップ＆ソーサー
（ジャスパー）6客セット

マットな質感が放つ上品な風合いと
優しい発色、繊細なレリーフ装飾が
目を引くジャスパーには、〈ウェッジウッド〉
のクラフトマンシップが息づいています。

①

②



※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。 

上尾店は、
5月22日（火）まで

休まず営業いたします。

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

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」

4月19日（木）は
「100円（税抜）のお買物で

通常の1ポイントに、プラス2ポイント」

まるひろMクラブカード会員様

食料品 ポイントフェア4/19□限り木
※ポイントは本体価格で計算させていただきます。※一部除外品もございます。 ※他の割引ご優待との併用はできません。※詳しくは係員におたずねください。

◆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

■お申込み・お問合せは、6階＝友の会カウンター

まるひろMクラブカード

新会員募集中
入会金
年会費
無料

●まるひろポイント
まるひろ各店でのお買上げ本体価格100円（税抜）
ごとに1ポイントプレゼントいたします。年数回の
ポイントアップフェアの開催もございます。
●〈セゾン〉永久不滅ポイント
　（クレジット機能付）
まるひろでのご利用はもちろん、国内・海外での
1ヶ月でのショッピング1,000円ごとに1ポイント
貯まります。

ポイント貯めておトクにショッピング！1年間12回積み立てるコースに加え、半年間6回
積み立てるコースをご用意しました。
どちらも満期時にお積立総額にボーナス金額を
プラスしたお買物カードとしてご利用いただけます。

RAFFINECircle

新会員募集中
まるひろ友の会

●「特別ご優待会」「特別セール」にご招待。 
●各種情報満載の「友の会ニュース」を
  お渡しします。
●各種公演、施設などが特別料金でご利用
  いただけます。

◆月々10,000円×１2回コース
月々10,000円×１２回に5,000円のボーナスをプラス
満期時（１２ヶ月後）には125,000円分のお買物

◆月々6,000円×６回コース
月々6,000円×6回に1,500円のボーナスをプラス
満期時（6ヶ月後）には37,500円分のお買物

■お申込み・お問合せは、6階＝友の会カウンター◆４月１９日（木）～24日（火）
◆2階＝ウィークエンドスタイル

〈エドウイン〉トラベル
ファッション特集

◆４月１９日（木）～２４日（火）
◆２階＝特設会場

◆４月１９日（木）・２０日（金）

２０１８年〈フォンテーヌ〉
春のウィッグフェア

③パンツ（綿96％・
ポリウレタン4％）6,372円

②スカート（綿96％・
ポリウレタン4％）6,372円

①パーカー（綿96％・
ポリウレタン4％）6,372円

春の行楽にぴったり
の着心地のよい
ウェアを多数取り
揃えました。
［LADIVA］

丁寧なカウンセリングと確かな技術でお客様に
ぴったりのウィッグをご提案いたします。

ウィッグインストラクター入店

トップピース
・・・・・・・・32,400円

●〈埼玉県産他〉きゅうり（3本）
お1人様6本・先着1200本限り

お1人様3点・先着300点限り

お1人様1点・先着500点限りお1人様2点・先着300点限り

お1人様1点・先着150点限り

●〈新潟県産〉まいたけ（1パック）
お1人様2点・先着200点限り

●〈高知県産他〉なす
（2本）お1人様4点・先着800点限り

●〈茨城県産〉ピーマン
（1袋）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300点限り

●三幸製菓 おかき餅（12枚）
●丸広 一等粉使用ソフトパン粉（230g）

●ヤマザキ スイートブレッド（5枚入）●【デリカ味彩】塩味枝豆（100g当り）
●国産若鶏もも肉（100g当り）

●紀文 玉子とうふ（195g）

●明治 十勝まろやかヨーグルト（78g×4）

99円均一99円均一19木

・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円

堀商店 新潟県岩船産
コシヒカリ
（5kg）

・・・・・・・・・・・・599円

【塩干コーナー】
藤井水産 紅鮭焼ほぐし
（100g・1瓶）・・・・・・・・・・1,080円

【魚力寿司】
海幸
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

〈熊本県産〉
（糖度センサー）デコポン
（1袋）

・・・・・・・・・・・ 761円

【船橋屋】
くず餅（24切）

・・・・・・・・・・・・・・・・299円

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・790円

【魚力】
刺身盛合せ
（3点盛）・・・・・・・・・・599円

〈青森県産〉
サンふじ
（4個入・1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】
ささみ梅しそ竜田揚げ
（5個）・・・・・・・・・・・・・・・・189円

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖）599円

【塩干コーナー】〈アメリカ・
ロシア産〉山尾とろ
ほっけ開き（1枚）・・・・・・・・・・・・・159円

群馬県産やまと豚
もも切り落とし肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
フライ・コロッケ各種
（1個）

・・・・・・・・・・599円

【塩干コーナー】
〈ノルウェー産〉甲印
塩さば一夜干
（特大／1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・490円

【魚力】〈ロシア産〉
アムール白鮭甘口
（4切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】12品目
具材の豆腐ハンバーグ
（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

サイボクハム 
ポークウインナー
（145g）

・・・・・各378円

ヤクルト ヤクルト
10本パック・カロリー
ハーフ10本パック
（各65㎖×10）

・・・399円

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリゴールドキウィ
フルーツ（4個）

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

21土・22日20金

◆4月22日（日）まで
◆地階＝諸国銘菓コーナー春の春の

・・・1,296円

【御茶ノ水
小川軒】
レイズン
ウイッチ

・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

【香雲堂本店】
古印最中
（７個入）　

・・・・・・・・・・1,901円

【トップス】
チョコレート
ケーキ
（レギュラー／1台）

・・各179円

　キユーピー 
マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g） ・・・・・・・・・各399円

　はごろも シーチキン
Lフレーク・マイルド
（各70g×4） ・・・・・・・・・・・・・・・・399円

　にんべん 
つゆの素
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

　でん六 
小袋甘納豆
（235g） ・・・・・・・・・各139円

　明治 ブルガリア
ヨーグルト（プレーン・そのまま
おいしい脂肪０／各400g）・
ブルガリアフルーツ
ヨーグルト各種
（各75g×4） ・・・・・・・・各199円

　ホソヤ 昭和生まれの
贅沢焼売（6個）・餃子（８個）・
春巻（5個） ・・・・・・・・・・599円

　笛木醤油 
金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）

・・・・・各1,578円・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

　黒霧島25度パック・
いいちこ25度パック
（各1.8ℓ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各980円

　黄桜 呑・辛口一献
（各2ℓ・1本）

1,080円

　【塩干コーナー】
〈北海道産他〉ほたて
貝柱（約250g）

4/19 木限り 20 金限り

22 日限り21 土限り

～19 木 22 日

◆4月19日（木）～24日（火）

セルフマート

お買得
セレクション

　ママ 果実の想い
（ミックス・ぶどう・マンゴー／

各300g）

　ペヤング 
ソース焼そば（120g）

　JA全農たまご 
白玉Mサイズ（10個入）

5割引

ハーゲンダッツ
アイスクリーム
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 全品3割引

〈国内産〉特選黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 全品3割引

群馬県産氷室豚
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 全品2割引

各日お1人様2点限り
先着100点限り

・・・・・・・・・・・・670円

【巣鴨・みずの】
塩大福
（5個入）

先着100点限り

・・・・・・・・・  451円

くず餅入
あんみつ（1個）
先着48点限り

先着60点限り

5点限り

各日先着50点限り

・・・・・・・・・864円

【乃が美】
「生」食パン
（1本・2斤）

先着150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。※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。

①

②

③

お1人様2点・先着200点限り お1人様2点・先着100点限り 各日お1人様2点・先着100点限り 各日お1人様2点・先着100点限り

お1人様2点・先着100点限り

◆午前11時からの販売となります。

気になる分け目を
ボリュームアップ

イベント限定 
特別お買得品


