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※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

●東松山店 次回店休日のご案内 8月22日（水） ※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）

◆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。

　　  【東信水産】
【塩干コーナー】は

7/18●水 19●木 20●金 21●土 22●日【東信水産】【塩干コーナー】は

ポイント
まるひろ
Mクラブ
カード

イトーセーブ 新潟
ひすいの里コシヒカリ
（5kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円

ピックルス ぬか胡瓜
（3本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【東信水産】
本まぐろ切り落し
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円

国産牛（交雑種）
焼肉用各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・・・・・2割引

ハーゲンダッツ 
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・・・・・・3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・・・・・・・・・・・・5割引

【東信寿司】
握り寿司セット
（10貫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円先着30点限り

オリヒロ ぷるんと
蒟蒻ゼリー各種
（12個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

永谷園 徳用生みそ汁
（あさげ・ゆうげ／

各10袋入）・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

JA全農たまご ピュア
テイスト（10個入）・・・199円

南部どり・サラダチキン
各種（1パック）・・・・・・・・・279円

【デリカ味彩】12品目
具材の豆腐ハンバーグ
（４個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

味の素 オリーブオイル
EXバージン
（600g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

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

【東信水産】
本まぐろ食べ比べセット
（1パック）・・・・・・・・・・・・・1,500円

群馬県産やまと豚
焼肉用肉各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・・・・・2割引

【東信寿司】海鮮丼（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円先着30点限り

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）レタス（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円お1人様2点・先着300点限りお1人様2点・先着300点限り

【こだわりや】お米で
作った本格カレールゥ
（135g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・389円

日清 カップヌードル
（しょうゆ・カレー・シーフード／

各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

プリマハム 春巻き各種
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信水産】
〈日本船・インド洋産他〉
めかじき切身
（解凍／3切）・・・・・・・・・・・・・・598円

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（グリーン）（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円お1人様5点・先着300点限りお1人様5点・先着300点限り

【デリカ味彩】
若鶏の立田揚げ
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

〈国内産〉若鶏もも肉
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈岩手県産他〉
きゅうり（2本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円お1人様6本・先着900本限りお1人様6本・先着900本限り

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）ほうれん草（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円お1人様2点・先着300点限り

〈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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円お1人様2点・先着100点限り

【東信水産】〈チリ産〉
ふり塩銀鮭
（1切） 150円先着300点限り

【塩干コーナー】
〈アメリカ産〉
縞ほっけフィーレ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【東信寿司】さば棒寿司
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円先着50点限り

【塩干コーナー】
塩さばフィーレ・
真あじ開き（各１枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各99円先着計200点限り

播州 揖保の糸 素麺
（300g）・冷麦（400g） 
各279円 499円よりどり2点

◆7月22日（日）まで ◆地階＝食料品

こだわりセレクション
まるひろがおすすめする厳選の逸品

扶桑守口 伝匠吟づくり
瓜奈良漬（80g）・
胡瓜奈良漬（70g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各359円

うなぎ
蒲焼（1串）

・・・・3,888円

保存料・着色料・化学調味料無添加です。

【東信寿司】
うな重（1折）

・・・・・・・・・・・・1,980円

【東信寿司】
うなぎ棒寿司（1パック）

・・・・・・1,980円

【デリカ味彩】
うな重
（1パック）・・・・・・・・・1,980円

【デリカ味彩】
うな重＆うどんセット
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・598円

【東信水産】
土用しじみ
（100g当り）・・・・・・・・・・238円

【東信水産】
〈鹿児島県産他〉うなぎ
肝串（3本入）・・・・・980円

●7月20日（金）のみの販売
※品切れの際はご容赦ください。
●地階＝特設コーナー

●1階＝銘店

【ぽんぽこ亭】特別販売会
予告

【清晨庵】土用餅
（1個）・・・・・・・・・・・・・・152円

　【龜屋】土用餅
（4個入）・・・・・・・・・・389円【春華堂】

うなぎパイ
（12本入）・・・・・・・・963円

ポイント
まるひろ
Mクラブ
カード

【東信水産】
〈鹿児島県産〉
うなぎ長焼き
（1尾）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円

・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円
〈静岡県産〉うなぎ長焼き
（1尾）

【塩干コーナー】
〈静岡県産〉
うなぎ長焼き
（特大／1尾）・・・・・2,980円

・・・・・・・・・2,480円（大／1尾）

【東信水産】
うなぎ蒲焼
（1串）・・・・・・・1,980円
【塩干コーナー】
〈宮崎県産〉
ハーブうなぎ真空
（1パック）1,680円

●7月20日（金）まで ●地階＝食料品・惣菜／1階＝銘店
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7/20●限り金

予告

七月二十日
（金）は

先着30点限り 先着30点限り

先着10点限り



0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

※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。

プラス

例えば

合計で

全館夏の売りつくし

10%OFF!
6,804円お好きな

2点で

10%OFF!
4,860円お好きな

2点で

・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

婦人カットアンド
ソーン・ブラウス各種

【ウィークエンドスタイル】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円

婦人パンツ・
スカート各種

【ウィークエンドスタイル】

プラス

例えば

合計で

・・・・・・・・3,240円
紳士カジュアル洋品
各種
【紳士カジュアル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
紳士ベルト各種

【紳士雑貨】

2BUY
SALE

まとめて、オトク！

※対象商品に限ります。
※まるひろMクラブカードのポイント
　対象外となります。予めご了承くださいませ。

⬇売場では、
このスタンド
が目印です。

◆7月24日（火）まで
◆各階にて開催

更に更に

10%
OFF!

お買上げで

対象商品

2点以上2点以上

【4階＝寝具】 【4階＝寝具】【2階＝婦人肌着】 【3階＝紳士肌着】

参加費
無料

◆7月23日（月）まで  
◆4階催場〈最終日は午後5時閉場〉 

お中元ギフトセンター
好評開設中！

乗り換えキャンペーン
◆7月23日（月）まで
期間中、2018年の

他社ギフト申込書をご持参の上、
新規にお中元ギフトセンターにて
10,800円以上お買上げで
ご配送のお客様に、「まるひろ
ポイント1,000ポイント」を

プレゼント！
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

2019年度 ランドセル
早期特別販売会開催中

〈アディダス〉ランドセル
（約1,110g）・・・・・・・・・・・・・・・・・73,440円

※一部除外品も
　ございます。10％OFF

◆9月30日（日）まで ◆3階＝子供雑貨
◆4階催場

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）

8 5日

特別イベント「ワクワクお楽しみ広場」

「ミニ四駆大会～第2回 るーく・まるひろ東松山店杯～」

◆午前10時～午後4時（随時受付）

◆開催時間：午前10時～午後4時
◆受付時間：午前10時～正午12時  

※詳しくは3階＝子供服売場係員にお尋ねください。 
※イラストはイメージです。

「ミニ四駆大会本番用サーキット」、「ゲキドライヴサーキット」、「ベイブレード
スタジアム」で試走や競技をお楽しみいただけます。（マシン、パーツ、ベイ
など事前にご購入の上ご参加ください）※詳しくは3階＝子供服売場係員にお尋ねください。

84土

大会参加
クラス

ジュニアクラス
オープンクラス

予告夏休みイベントのご案内

冷感 機能枕

カジュアル洋品・スポーツ・紳士雑貨

ウィークエンドスタイル

※写真は
　一例です。

※写真は
　一例です。

機能肌着　機能寝具　バーゲン
◆7月24日（火）まで

&
暑い季節も心地よく。
快適機能のアイテムお買得！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

カップ付き
ワンピース各種 982円

〈グンゼ〉
V首シャツ
（綿60％・ポリエステル40％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,134円

ニーレングス
（レーヨン55％・ポリエステル45％）

接触冷感でひんやり。
裏メッシュ構造で通気性に優れており、
ご家庭でお洗濯も可能です。

お部屋でリラックスして快適に
過ごせるカップ付きのゆったり
シルエットのワンピースです。

素早く身体の熱を逃がして
暑い夏でもクールな着心地です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

〈東京西川〉クールパッドシーツ
　（表生地：ナイロン40％・綿30％・ポリエ
チレン30％、裏生地：ポリエステル100％、
詰物：ポリエステル100％）

首と後頭部の隙間をぴったり埋める
新特殊形状＋肩口にフィットする
アーチ型。高さ調整可能です。

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

〈東京西川〉首にやさしい枕
　（表面：ポリエステル100％、裏面：ポリエ
ステル65％・綿35％、詰物：ポリエチレ
ンパイプ／サイズ58×39cm）

参加ブランド

参加売場

2階 婦人服
参加ブランド

参加売場

3階 紳士服

〈アッシュ〉
アヴァンス

AVANCE


