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4/25水坂戸店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒350-0229 坂戸市薬師町28-1 ☎049（288）0001（代表）
営業
時間

 1階 ＝午前10時～午後7時30分
2・3階 ＝午前10時～午後7時

●坂戸店 次回店休日のご案内 5月8日（火） ※東松山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」

半袖シャツ・
長袖シャツ
各15点限り

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 MARUHIROMother,sDay  Gift  Collection

●5月13日（日）まで  
●2・3階にて開催

【2階＝婦人服】

婦人アンサンブル
（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,772円

さらりとした綿素材のアンサンブル。
花のプリントが華やかさを
演出します。

【3階＝タオル】

〈マシュマロ
ガーゼ〉
ワンピース
（サイズ：
S～LL／綿100％）・・・・・・・11,340円

優れた吸水性と
さらっとした
肌触りの
ガーゼ素材で
やさしく
包みます。

【2階＝化粧品】

〈資生堂〉リップグロス
（10g／SPF35･PA+++）・・・・2,700円

紫外線を防ぎながら、彩りと
うるおいを楽しむリップグロス。
ギフトにおすすめです。

【3階＝ワコール】

〈ワコール〉婦人ナイティ（綿100％）
・・・・・・・・・①7,452円 ②8,532円

ウエストはやわらかなゴムを使用して
いるので、着ごこちゆったり。

ナイロビオレンジ マイアミピンク ウルルレッド タヒチブルー

●タオルケット（140×190cm）
【3階＝寝具】

●婦人ブラウス各種
【2階＝婦人服】

20点
限り●キッチンマット（45×180cm）・バス

マット（45×60cm）2枚組【3階＝タオル】
●晴雨兼用UVケア傘

【2階＝服飾雑貨】

●婦人・紳士靴下
【2階＝服飾雑貨】

●有名ブランド 紳士麻混シャツ
各種 【2階＝紳士服】

●フライパン（マーブル加工／
IH対応／26cm） 【3階＝家庭用品】

●ベビーパジャマ各種
（サイズ：80・90・95）【3階＝ベビー用品】

よりどり
5足

※写真は一例です。

※写真は一例です。

バーゲン ◆2・3階
　にて開催254

水 15
火ゴールデンウィークゴールデンウィーク均一

“いいこと”
いっぱい！いっぱい！

1,080円均一1,080円均一

3,240円均一3,240円均一2,160円均一2,160円均一

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。

049（288）0001（代表）
営業時間
1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

坂 戸 店

◆1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。

※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。　

※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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
・・・・・・158円

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）

398円【デリカ味彩】広島産カキフライ（6個）

・・・・・・・・・・・68円

【肉処せんや】〈国内産〉
若どり手羽元
（100g当り）

各98円

マルちゃん 
赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば
（101g）（各1個）

・・・・299円

〈熊本県産〉
トマト
（小箱／1箱）

・・・・・・・・・・498円

【東信水産】〈富山県産他〉
ボイルほたるいか
（1パック）

先着50点限り

・・・・・・・・・・・399円

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック） 1,980円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛ロースステーキ用
（約170g・1枚） ・・・・・・・・198円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚バラうす切り
（100g当り） 498円

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身
（養殖・解凍／3切） ・・・・・・・・・・・・・・・・・498円

【東信寿司】
さば棒寿司
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・650円

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン
（600g） ・・・・各168円

キッコーマン飲料 
調製豆乳・無調整豆乳
（各1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138円

明治 ブルガリアヨーグルト
（プレーン・脂肪0／各400g・

1個） 98円

JA全農たまご朱のしずく
赤玉 小玉ミックス
（10個入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
揚げもち
（1本） ・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
塩味枝豆
（100g当り）

先着100点限り 先着50点限り

お1人様1点限り

お1人様1点・先着200点限り

26 木

25 水

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118円

マルちゃん 焼そば
（150g×3食・1袋）

99円【デリカ味彩】フライ・コロッケ各種（1枚）

S&B とろける
カレー各種
（各180g・1箱）

クノール 
カップスープ
（コーンクリーム・
つぶたっぷり／
各3袋入・1箱）

岩塚製菓 
田舎のおかき
（塩・醤油／

各9本入）

グリコ 朝食
りんごヨーグルト
（70ｇ×3）・プッチン
プリン（67ｇ×3）

ホクガン タレを
かけて食べるもずく
（かつおだし酢醤油・
シークワーサータレ／
各40ｇ×3）

ハウス 
とんがりコーン
（焼とうもろこし・

あっさり塩／各75ｇ）

・・・・・・・198円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肩ロース切身
（100g当り）

・・299円

マンジョウ 
芳醇本みりん
（1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・・79円

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・980円

【東信水産】〈北海道産〉
ほたて貝柱（解凍／
約200g）

先着100点限り

27 金

・・・・・・・・・・・・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

299円【デリカ味彩】12品目具材の豆腐ハンバーグ（4個）

・・・・・・・900円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肩ロースうす切り
（100g当り）

・・1,980円

産地精米 新潟県産
コシヒカリしらゆき米
（5kg・1袋）

・・・・・・・・・・299円

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

・・・・・・1,280円

【東信水産】本まぐろ
中トロ入刺身盛合せ
（3点盛）

各日先着100点限り

499円

〈熊本県産〉
（糖度センサー）デコポン
（Mサイズ／5個入・1袋）

先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ
（1個）

先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・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）

各日先着100点限り

29日 祝28土・

オープニングスペシャル

母の日弁当ご予約承ります。
●承り場所：1階＝和洋酒
●承り期間：5月12日（土）まで
●お渡し日：5月13日（日）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

〈なだ万厨房〉
母の日御膳
（約10.5×19.2×5.1cm×2段）

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。

〈コカ･コーラ〉
社商品1本
お買上げの
お客様はガラポン1回
チャレンジできます。

母の日オリジナル
メッセージラベル
梅酒予約
●承り場所：1階＝和洋酒
●承り期間：5月6日（日）まで
●お渡し日：5月11日（金）
　 　          ～13日（日）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

【帝松】
酒蔵の梅酒 母の日限定木箱入
（720㎖・1本）

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋） 先着200点限り

●〈茨城県産〉ピーマン
（1袋） 先着300点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック） 先着200点限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（3本） 先着1200本限り

青果99円均一99円均一99円均一

◆4月29日（日・祝）
　午前10時～午後6時
◆1階＝食料品

◆4月29日（日・祝）まで 〈コカ・コーラ〉
ジャンボ

ガラポンゲーム

※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。

1,980円
【東信水産】鹿児島県産
うなぎ長焼
（養殖・解凍／1尾）

土用丑の日
◆4月27日（金）・28日（土）・29日（日・祝）

◆1階＝食料品

4月27日（金）は、

春の数量
限定

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

2本 お1人様2点限り

セルフマート　 　　　300円均一よりどり2個

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示


