
※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」●東松山店 次回店休日のご案内 5月9日（水）

4/25水

2018

東松山店 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）

2018 春のクラフト展 ◆4月25日（水）～30日（月・振）
　〈最終日は午後5時閉場〉 
◆4階催場

レース編みニット

プルオーバー・・・・・・・・・・・・・19,440円

●奥原 麗子
クラフト雑貨

オリジナルバッグ・・・・・・・・・7,560円

●田中 史子

天然石アクセサリー

K18ダイヤリング
（ダイヤ1.00ct・メレ－0.15ct）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313,200円

●飛田 あつ子

天然石アクセサリー

オパール
ネックレス
（42cm）

97,200円

ラピス
ロングネックレス
（80cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

●トムハート

自分づくり工房 宇宙猫

手織りブラウス・・・・・・・・・・21,600円

●幡木 克子
クラフトテープ工芸

あぜ編バッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

●釘本 冨美子
天然石アクセサリー

イソバナサンゴネックレス
（50cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

●小島 とも子

花とメルヘン 銅板アート

銅板アート 
アンデルセン「雪の女王」
（額装付き）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

●佐藤 清美

麻雑貨

麻ひもバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円
麻ひもあみぐるみ・・・・・・・・1,296円

●ラ フルール 
  ブランシェ

布雑貨

刺繍がまぐち各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

●kumakuma OHAKO

創作アクセサリー

プラチナ
ダイヤリング・・・・・・・・・・・・・・・86,400円
K18wtオパール
ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・118,800円

●ジュエリー カミヤ

桂田アッセンデルフト

子供椅子
・・・11,880円

●有働 みどり
トールペイント

レザーバッグ・・・・・・9,720円

●栗原 俊子
パッチワーク

パッチワークバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,500円

●彦坂 由美子
天然石アクセサリー

本翡翠ブレスレット
（ミャンマー産／13mm珠）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

●宮崎 賢治

アレンジメントフラワー

アレンジメントフラワー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

●東海林 つや

ドライフラワーヘアゴム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

バラのネックレス・・・・・・・1,944円

お花のレジンアクセサリー
●RIBBON RIBBON

1,620円
参加費ドライフラワー

ペンダント作り

作品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円から

ハーバリュウム
（大）

（中）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円から

花雑貨
●レモンリーフ

（小）1,296円
参加費ハーバリュウム

作り

作品

シェル編みニット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

ニットクラフト
●あみゆか

（2枚）972円
参加費麻糸でつくる

コースター作り

作品

粘土のバラの鏡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

フェルト粘土の雑貨
●かえるのてしごと

1,080円
参加費粘土のいちご

壁かけ作り

作品

ベネチアンネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,964円

創作アクセサリー
●神戸 みどり

1,080円
参加費チェコガラスの

ブレスレット作り

作品

やさしさ溢れる作品と  
素敵な出逢い。

手作り体験教室 ◆4月25日（水）～5月1日（火） 各日午前11時～午後3時 【製作時間： 各30分～1時間】 ◆1階＝エンジョイスペース
※ご参加のお申し込みなど、詳しくは各コーナーにて承ります。※会期中は随時、作品をご購入いただけます。



※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。 

東松山店は、
5月8日（火）まで

休まず営業いたします。

0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

◆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

母の日ギフト
コレクション

5/13○　母の日 
「ありがとう」記念日。

日

2018 MARUHIRO
Mother,sDay  Gift  Collection

●5月13日（日）まで ●各階にて開催

【2階＝婦人服】

〈リバティ〉プリントブラウス
①　　　　　　　②
③　　　　　　　④・・・・・・・・・・7,452円・・・・・・・・・・9,612円

・・・・・・・・・・8,532円・・・・・・・・・・7,452円

伝統的で優美な花柄が人気のリバティ
プリントで初夏のおしゃれを華やかに。

【1階＝婦人雑貨】

〈フルラ〉BOX付きスカーフ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

差し色としておしゃれに使えるスカーフ。
BOX付きでギフトにも最適です。

【1階＝ハンドバッグ】

〈カナナプロジェクト〉婦人リュック
（42×26×14cm／7ℓ）・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

旅行好きのお母さんに
おすすめのリュックは
トートとしても
使える2way仕様。
大人気の
ユリシリーズから
母の日限定
カラーが
登場です。

【4階＝インテリア】

〈パンジー〉ルームサンダル
（S・M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

お手入れラクラク、すべりにくく快適です。

【4階＝家庭用品】

〈V＆A〉エプロン ダブルボウ
（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

草花が咲き誇る
華やかなプリント
柄でやや薄手の
綿素材です。

オリジナルメッセージと送り主の名前を
入れることができます。

●承り場所：地階＝ギフトカウンター
●承り期間：5月12日（土）まで
●お渡し日：5月13日（日）限り

●承り期間：5月6日（日）まで
●承り場所：地階＝和洋酒
●お渡し日：5月11日（金）～13日（日）

　【なだ万厨房】
母の日御膳
（約10.5×19.2×5.1cm×

2段）

・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

母の日弁当早期ご予約承ります。

母の日オリジナル
メッセージラベル梅酒ご予約

※献立内容が一部変更になる場合がございます。 ※数に限りがございます。
※交通事情等により入荷が遅れる場合がございます。 

　【わらびの里】
母の日弁当
（約13.2×13.2×

4.3cm×2段）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

　【帝松】酒蔵の梅酒 母の日限定
木箱入（720㎖・1本）・・・・・・・・・・・・・3,240円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99円
〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円
【東信水産】まぐろぶつ切り
（1パック）

夕市夕市午後4時から

お1人様2点・先着100点限り

※数に限りがございます。
なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　199円
はごろも シャキッとコーン
（3缶）

夕市夕市午後4時から

お1人様2点限り

※数に限りがございます。
なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・499円
【塩干コーナー】〈チリ産〉王子サーモン
パーティースライス（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279円
明治 十勝カマンベール
（100g）

夕市夕市午後4時から ※数に限りがございます。
なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円
【東信寿司】中巻きセット
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円
【デリカ味彩】ひとくちイカフライ
（100g当り）

夕市夕市各日午後4時から ※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

4/25 水 26 木 27 金 28 土
●29 日 祝

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139円
明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン・脂肪0／各400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　199円
味の素 さらさらキャノーラ油
（1kg）

・・・・・・・・・・・・399円
【塩干コーナー】〈アメリカ・ロシア産〉
鳴海屋あごだし明太子（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　148円
【東信水産】〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（1切）

・・・・・・・・・・・・79円

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99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2点・先着300点限り 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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ
（1袋）

先着300点限り

先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229円
明治 おいしい牛乳
（900㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円
キユーピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
【東信水産】〈ロシア産〉赤魚粕漬
（3枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【塩干コーナー】小木曽真あじ開き
（2枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

〈国内産〉若鶏もも
唐揚げ用肉（100g当り）

499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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
亀田製菓 つまみ種
（130g）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
にんべん フレッシュパックソフト
（4.5g×8P）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
【東信水産】〈静岡県産用宗〉釜揚げしらす
（100g入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円
【塩干コーナー】〈静岡県産〉
うなぎ長焼（大／1尾）

・・・・・・・・・179円

〈国内産〉豚ロース
生姜焼き用肉
（100g当り） ・・・・・・・・・・299円

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【東信寿司】本まぐろづくし
（6貫入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
【デリカ味彩】ミニ豚ロース串カツ
（10本入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
JA全農たまご ピュアテイスト
（10個入）

・・・・・・・1,080円

【東信水産】
本まぐろ入刺身盛合せ
（3点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各279円
播州 揖保の糸 素麺（300g）・
冷麦（400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
日本ハム シャウエッセン
（1束）・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

宮城県産銘柄豚肉 （加工品・内臓・挽肉を除く）
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・2割引

〈国内産〉黒毛和牛
店頭表示価格
（税抜）より
レジにて

10%OFF

Present 期間中、ランドセルをお買上げの
お客様に粗品を差しあげます。

・・・・・・・・・・・・3割引
〈国内産〉牛・豚・鶏各種挽肉
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

こどもの日特集    北側平面駐車場
イベントのお知らせ

　◆1階＝銘店5月5日（土・祝）は端午の節句

　◆4月27日（金）～29日（日・祝）
◆地階＝食料品

●ニューヨークホットドッグ　

●日清食品キッチンカー
がやってくる！

◆4月30日（月・振）
午前10時～午後5時

5月6日（日）まで 5月5日（土・祝）まで
5月5日（土・祝）まで

5月5日（土・祝）まで 5月6日（日）まで

予告

【龜屋】
柏餅（つぶあん・
こしあん・みそあん／

各１個）・・・・173円

【清晨庵】
柏餅（つぶあん・
こしあん・みそあん／

各１個）・・・・162円

【銀座コージー
コーナー】プチ
ガトー（こどもの日
パーティ／9個入）
・・・・・・・・・・2,268円

【ユーハイム】
鯉アップルパイ
（1個）
・・・・・・・・・・2,160円

【トップス】　
チョコレートケーキ
（レギュラー／1台）
・・・・・・・・・・1,901円

※写真はイメージです。

月末の金曜午後は、軽く飲んだり、
お買物をしたり。自分スタイルで、
ゆったり気分を楽しみませんか。

本場アメリカのホットドッグ
エアテントが登場！

無料試食会を開催します！

百貨店でプレミアムな週末を。

まるひろがおすすめする
厳選の逸品

◆5月1日（火）まで　
◆地階＝食料品

こだわりセレクション

378円

佐々直 
笹かまぼこ
（8枚入）

佐々直独特の製法でソフトに
焼き上げた仙台名産の笹かま
ぼこ。わさびの他、おろしでも
おいしくいた
だけます。

数量限定

②

④
③

①

羽織るだけで
おしゃれに決まる
アイテムをセレクト
して楽しい歌を
口ずさみながら
わくわく気分で
お出かけしましょう。

ドレス
（綿100％）

・・・・・・・31,320円

まるひろＭクラブカード会員様
（クレジット機能付・現金専用・スターカード）

〈ふわりぃ〉
コンパクト
ジップ
（約1,130ｇ）

59,400円

プレーン
ホットドッグ
（1個）300円

〈センソユニコ〉
HA・O・RI・LAND
◆4月25日（水）～5月1日（火）

◆1階＝婦人服

2019年度ランドセル
早期特別販売会
◆9月30日（日）まで
◆3階＝子供雑貨

◆4月25日（水）～5月1日（火）
◆1階＝ハンドバッグ

〈蛯原静子〉
ゴブラン織バッグフェア

ベルギー・
トルコの
ゴブラン織を
使用し
「軽さ」
「使いやすさ」
を追求した
バッグです。

■5月2日（水）～14日（月）
男の大市

YA～BB体、3～8号までサイズも豊富に取り揃えました。

スーツが
上質素材スーツや、スペアスラックス付
スーツは 35,000円よりどり2着で

25,000円よりどり2着で

予告

※5月9日（水）は店休日となります。

※一部除外品が
ございます。

※なくなり次第終了となります。 

予告


