
誠に勝手ながら8月20日（月）は決算品調べのため
午後5時閉店とさせていただきます。

22日（水）・29日（水）●東松山店　8月の店休日のご案内
※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」

8/15 水

2018

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）

東松山店

よりどり3点

※商品はご自宅使用限定とさせていただきます。※ご進物としてのご注文は承りできません。（のし掛、包装などのご依頼はご遠慮ください。）

ギフト商品（外箱等に多少の傷・難あり商品の為）を、処分価格（メーカー希望小売価格の
50%OFF※表示価格は割引後の価格です。）にて特別大提供いたします！

※処分品の為、返品・交換はご容赦くださいませ。※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。
※ポイントサービスの対象外となります。 

&
※写真はイメージです。

〈最終日は午後4時閉場〉◆8月15日（水）～19日（日） ◆4階催場◆8月15日（水）～19日（日） ◆4階催場

・・・・・・・1,188円

【にんべん】
本枯鰹節物語
（2.5ｇ×30袋）

・・・・・・・・・・・・・324円

【伊藤園】
抹茶みどり玄米茶
（100g）

・・・・・・・1,188円

【泉屋】
得用クッキー
（300g）

・・・・・・・・・・・・・540円

【野村佃煮】
ちりめんくるみ
（150g）

1,380円

【柿安】
カレー3種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
焼鮭荒ほぐし
（180g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410円
いか塩辛
（105ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
炭火焼あごだしの素
（18袋入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
あごスープ
（45g）

・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円
スターリングフーズ 完熟りんごジュース
（1ℓ×6本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・497円
ボレロ ウエハーススティック各種
（400g）

【北海道・山丁長谷川商店】 【新鮮な海の市場】 【キャピタル】

・・・・・・              2,000円

【アマタケ】
南部どり加工品お楽しみ袋
（1袋）

・・・・・・              1,980円
【東信水産】お楽しみ袋
（1袋）

食料品お買得市 銘店お買得品

●1階＝銘店

【スローベリー】
ふわとろブッセ
（ふくいイチゴ／1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281円

【新宿高野】
ピーチロールケーキ
（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

【Ｒ.Ｌ（エールエル）】
ワッフルケーキ
（10個セット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,210円

【ミルフィユ】
天使のふわふわほっぺ
（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

【鎌倉ニュージャーマン】
かまくらカスター
（カスタード／1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141円

・・・・・・・・・・599円

〈ニュージーランド産〉
輸入りんご（ルージュ）
（不揃い／3個入・1袋）

1,080円
秋鮭西京漬切り落し
（真空パック／400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　648円
赤羽商店 瀬戸内産寿司焼海苔
（24枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　各1,690円
須藤 涼くずきり・あんみつ
（各12個入・1ケース）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
亀田製菓 お楽しみ袋（5点＋
おまけ付き）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　700円
イトーセーブ 秋田県産ひとめぼれ
（2kｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　590円
鳩屋 カリカリぴーなつ甘味噌お徳用
（420ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　299円
福寿屋 長崎切り落しカステラ
（230ｇ）

日替り
スイーツ

8/15水

8/18土

19日

16木 17金 18土 19日

先着20点限り

お1人様2点・
先着50点限り

・・・・・・・・・・159円

〈北海道産他〉
にんじん
（不揃い／約1kg・1袋）
お1人様2点・
先着100点限り

先着50点限り

先着30点限り

先着150点限り

先着100点限り

先着200点限り

先着15点限り

先着100点限り 先着30点限り先着24点限り 先着20点限り 先着20点限り

8/15水限り8/15水限り

理由あり品お買得市

'18.8/15号.AD25.東松山店.表面



0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

※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。 ※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。

◆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

決算処分市決算処分市決算処分市決算処分市 ◆8月15日（水）～21日（火）
◆各階にて開催

半期に一度の総決算！
売り切れご容赦、お早めに！

※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。

※写真はイメージです。

158
水 16 木 17 金 18 土 19 日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈岩手県産他〉
きゅうり（2本）

お1人様6本・先着900本限り

2割引

宮城県産銘柄豚肉
（加工品･内臓･挽肉を除く）

1,500円

〈秋田県産他〉
すいか（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

【東信水産】
干物各種（あじ･さば・カレイ等）
（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      499円

ネスカフェ ゴールドブレンド
（80g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378円

ヤクルト ヤクルト・
ヤクルトカロリーハーフ
（各65㎖×10）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159円

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）ほうれん草（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・439円

サイボクハム
ポークウインナー
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

日清 カップヌードル
（しょうゆ・シーフード･カレー／
各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%OFF

【ボヌール】
薄切りロースハム

お１人様2点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

【東信水産】
〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（3切）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169円

〈国内産〉
豚ロース肉各種
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    108円

【東信水産】
中巻き各種
（1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
フライ･コロッケ各種
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,079円
イトーセーブ 山形つや姫
（5kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459円
国産牛（交雑種）もも・
肩切落し肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,680円

【東信水産】
本まぐろ食べ比べセット
（1パック）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

【東信寿司】
本まぐろ入握り寿司セット
（10貫）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　各699円

サクラ印 純粋はちみつ（700g）・
はちみつブルーベリー（650g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,680円

【塩干コーナー】
〈鹿児島県産〉うなぎ長焼
（1尾） ・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
ポテトフライ
（ガーリック／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から
婦人カットアンドソーン各種

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ（1個）

お1人様5点・先着300点限り 99円

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）レタス（1個）
各日お1人様2点・先着300点限り

各日お1人様計2点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
婦人靴各種

【婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
婦人手袋各種

【婦人雑貨】

1階＝服飾雑貨

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
カットアンドソーン各種

【特設コーナー】

3,240円
チュニックカットアンド
ソーン各種

【オッジ】

2階＝婦人服

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
カジュアルシャツ各種

【カジュアルパーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
扇子･帽子各種

【紳士雑貨】

3階＝紳士服

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円
Ｔシャツ各種

【ボーイズ・ガールズ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
パンツ各種

【ボーイズ・ガールズ】

3階＝子供服

・・・・・・・・・・1,080円
〈パール金属〉笛吹きケトル
（2.3ℓ）

【家庭用品】

・・・2,160円
〈昭和西川〉ホテルモード枕
（63×43cm）

【寝具】

4階＝リビング

先着100点限り

先着30点限り

シルクフェア
◆8月15日（水）～21日（火）

◆1階＝婦人雑貨

婦人服専門店バーゲン
◆8月15日（水）～21日（火）

〈最終日は5時閉場〉
◆1階＝エンジョイスペース

東松山店200セット限定お１人様１セット限り

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●友の会カウンターにて販売いたします。

※大人のエンジョイサークル会員の方が
ご購入いただけます。

午前9時40分から午前9時50分の間は
西口店頭にて整理券を配布いたします。

8月15日（水）   販売！

1割
お得な

※詳しくは、4階＝友の会カウンターまで。

店頭表示価格（税抜）よりレジにて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引

アイスクリーム
（ロックアイス･ハーゲンダッツを除く）

店頭表示価格（税抜）より
レジにて

お1人様2点・先着50点限り お1人様2点・先着100点限り

先着300点限り

明治骨密度測定会
◆8月18日（土）午前10時～午後4時

◆地階=レストスペース
※詳しくは売り場係員までお尋ねください。

チュニック
・・・・・・13,824円

ストール
・・・・・・・・・・4,320円


