
●上尾店 次回店休日のご案内 5月23日（水） 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」

2018

4/25水上尾店 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

■ 4月25日（水）～ 30日（月・振）
〈最終日は午後5時閉場〉

※写真は全て一例です。

男の大市

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

　
〜
　
体
、3
〜
8
号
ま
で
サ
イ
ズ
も
豊
富
に
取
り
揃
え
ま
し
た
。

BB

YA

6階催場
■ 4月25日（水）～ 5月8日（火）4階＝紳士服・ビジネス

※デザイン・仕様など一部別途加工料を頂戴
　いたします。
※約1ヶ月後のお渡しとなります。

※6月7日（木）以降のお渡しとなります。
※デザイン・仕様など一部別途加工料を頂戴
　いたします。

◆承り期間：
6階催場／4月25日（水）～30日（月・振）

4階＝ワイシャツ売場／
5月1日（火）～8日（火）

◆承り期間：
6階催場／4月25日（水）～30日（月・振）

イージーオーダースーツ
お仕立て上り
（身長150～200cm・ウエスト60～130cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,040円から

フィットする着心地良さ、理想の一着で快適な一日を
オーダーコーナー

オーダーワイシャツ
（綿・ポリエステル） 14,040円2枚で

（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16,200円2枚で

〈エース〉ファミリーセール同時開催

〈銀座 山野楽器〉クリアサウンズフェア同時開催

日替り限定品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　324円
靴下各種
200点限り

4/28 土

1,080円
折傘・長傘各種
50点限り

29祝
日

1,080円
ベルト各種
50点限り

30振
月

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円から

〈スタジオ バイ ダーバン〉
ジャケット各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から
スラックス各種

CS08T-H101（CDレシーバー、
スピーカーペア）

5,400円カジュアルシャツ各種
・・・・・・16,200円

〈有名ブランド〉
ジャケット各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円から

〈有名ブランド〉
カジュアルシャツ各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,292円

・・・・・・・・・・・・・・164,160円

スマートビジネスリュック各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,160円から
ベルト・革小物各種

※シャツは参考商品です。

3,240円からワイシャツ各種
・・・・・2,160円からネクタイ各種

純国産高級平面スピーカー。小型でありながら力強くクリアなサウンド。スピーカーと
相性の良いTEAC社のCDレシーバーを組合わせた山野楽器オリジナルセットです。



※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。

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

◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※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。

【銀座久兵衛】ばらちらし
（約15.0×11.0×高さ4cm／1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円

Ⓒ,76, ,96, ,12, ,18 SANRIO（E）

99円均一99円均一

参加
無料

参加
無料

対象ショップ

◆５月６日（日）まで ◆１階＝ファミリーブランド／婦人服

◆５月6日（日）まで
◆４階＝ミキハウス ◆４階＝子供雑貨

◆5月5日（土・祝）

ファミリーブランド
ゴールデンウィークフェア

◆４月２８日（土）
①午前１１時 ②午後１時
③午後２時
◆４階＝玩具

〈くもん〉くみくみ
スロープ体験会

ゴールデンウィーク抽選会
期間中、1階の上記対象ショップで
5,400円以上お買上げのお客様に
「ゴールデンウィーク抽選会」の
応募用紙をお渡しします。
後日、抽選で10名様に「ギフトカード
3,000円分」などの素敵な景品が
当たります。

工夫次第で多種多様な
コースをつくる事ができます。
ひとりで集中して、
一緒に楽しく親子で
楽しめます。

※当選通知は5月中旬を予定しております。

「こどもの日限定」キッズご来場プレゼント

12歳以下のお子様に対象ショップにて「お菓子」を差しあげます。

GWのお出かけにぴったりなお洋服が
揃いました。

※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。

予告

予告

◆４月２９日（日・祝）・
　３０日（月・振）
各日①午前１１時
　　②午後１時 ③午後２時
◆４階＝玩具

〈サンリオ〉
プレイスクール

予告

◆４月２９日（日・祝）・
　３０日（月・振）
各日①午前１１時
　　②午後１時 ③午後２時
◆４階＝玩具

各日①午前１１時 ②午後１時

ねんDo体験会

ねんどの国のねんDoくん
も遊びにくるよ！

安全で扱いやすく、
色のきれいな小麦ねんどです。

ねんDoくんと自由に撮影できます。

予告

キーネックレス・・・・・・・600円
万華鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
パンケーキ・・・・・・・・・・・・500円

アイスクリームホルダー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

“いいコト”いっぱい！ ゴールデンウィークイベント

百貨店限定モデル
PRESENT
期間中、32,400円以上
お買上げのお客様に
「トートバッグ」、
54,000円以上
お買上げで「マルチ
ポケットハンガー」を
差しあげます。

2019年 まるひろ特選2019年 まるひろ特選

ランドセル

ブラック×糸：カーマイン

〈プーマ〉ランドセル
（A4フラット対応／

約1,130g）・・・・73,440円

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

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

母の日早期ご予約承ります。※お弁当は、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。 

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。

オリジナルメッセージラベル
梅酒ご予約

お弁当ご予約

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

【たん熊北店】母の日弁当
（約17×13.2×5.6cm×2段）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円

【なだ万厨房】母の日御膳
（約10.5×19.2×5.1cm×2段）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,700円

5/13○　母の日 
「ありがとう」記念日。

日

4/25水 4/25水 26木

ヤスダ ヤスダ
ドリンクヨーグルト
（900㎖）・・・・・・・・・・・418円

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

【魚力】〈ロシア産〉
辛子明太子
（250g）・・・・・・・・・・・・・690円

〈熊本県産〉
（糖度センサー）
デコポン（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

国産豚もも切り落とし肉
（銘柄豚は除く／
100g当り）・・・・・・・・・・・・・99円

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・・・・・・・・・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

国産牛（交雑種）
店頭表示価格（税抜）より

レジにて 全品2割引

●〈埼玉県産他〉
きゅうり（3本）
お1人様6本・先着1200本限り

●〈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

先着25点限り 先着15点限り 先着10点限り

お1人様2点・先着100点限り

【デリカ味彩】
いわし磯辺フライ
（6個）・・・・・・・・・・・・・・・280円

明治 十勝
カマンベールチーズ
（100g）・・・・・・・・・・・・・279円

マルコメ 京懐石
（650g）・・・・・・・・・・・・・299円

【塩干コーナー】
〈岩手県産他〉
高木屋 塩蔵わかめ
（200g・1袋）・・・・・799円

岩手県産
南部どりもも肉
（100g当り）・・・・・・169円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円
お1人様5点・先着300点限り

〈熊本県産〉
トマト（小箱／1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
お1人様2点・先着50点限り

【魚力】
〈熊本県産〉活あさり
（100g当り）・・・・・・・・・・・89円

●JA全農たまご
朱のしずくたまご
赤玉小玉ミックス（10個入）
お1人様１点・先着500点限り

●サトウ サトウのごはん（200g）
●マルちゃん 赤いきつね
（95g）・緑のたぬき（101g）
●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）

●東洋水産 北海道産
小麦の玉うどん（180g×３）
●グリコ ポッキー・
ポッキー極細（各２袋入）

お1人様計６点限り

●ヤマザキ 芳醇
テーブルロール・芳醇
レーズンロール（各５個入）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

遊びに来る時間

※午後3時30分からのお渡しとなります。 ※午前11時からのお渡しとなります。


