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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

●2月22日（木）～27日（火）
●1階＝婦人靴／3階＝紳士靴

Blooming Flowers!

①〈エンチャンテッド〉
婦人カジュアルシューズ
（S～LL）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
②〈スニーク〉婦人カジュアル
シューズ（S～LL）・・・・・・・・・・・・・7,452円

【1階＝婦人靴】

〈リーガル〉
婦人カジュアルシューズ
（22.5～24.5cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円
〈ナチュラライザー〉
婦人カジュアルシューズ
（22.5～24.5cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円

【1階＝婦人靴】

〈ニューバランス〉
紳士スニーカー
（4E・25～27cm）

・・・・・・・・・・・・・・6,804円
【3階＝紳士靴】

ポイント4婦人靴・紳士靴ポイントアップフェア
まるひろMクラブカード・アトレMクラブカード・まるひろスターカード（リーダース・チェリーカード）のいずれかをご提示ください。
通常のポイントにプラス4ポイント。※セール品は対象外となります。

対象ブランド
●1階＝婦人靴

●3階＝紳士靴

&

◆2月22日（木）～26日（月）
　〈最終日は午後4時閉場〉
◆4階催場

〈北海道・山丁長谷川商店〉 〈キャピタル〉

函館がごめとろろ（35g）540円
いかめし（2尾入）
焼鮭荒ほぐし（180g）

・・・・・・540円
432円

おかず
いりこ（200g）

数量限定品 ボレロ ウエハースティック
各種（400g）・・・・・・・・・・・・・・・・465円
津軽リンゴジュース
（1ℓ×6本入・1箱）・・2,268円1,000円

　
本枯鰹節
物語
（2.5g×30袋）

1,188円

〈赤羽商店〉兵庫産特上等級寿司はね
新海苔（20枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 648円

〈千秋堂〉くるみゆべし切り落とし
（180g）・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円

〈小川〉国産素干しえび
（80g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円

※写真はイメージです。

●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。） ●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。 

※表示価格は
割引後の価格です。

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　　　）

にて特別大提供いたします！

ちりめん
くるみ増量・
ごまわかさぎ
増量
（各150g）
・・・・各540円

お１人様1点・先着100点限り

先着300点限り

〈福寿屋〉長崎カステラ切り落とし
（230g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円先着200点限り

先着200点限り

〈にんべん〉

〈野村佃煮〉

・・・・・・・1,080円

・・・432円
炭火焼あご
だしの素（18個入）

あごスープ
（45g）

〈新鮮な海の市場〉

①

②New

春のシューズフェア
足もとから新しい季節へ！



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。

※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。 

◆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

22
木

23
金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈宮崎県産他〉
きゅうり
（2本）

お1人様4本・先着800本限り

・・・・・・・・・・・・399円

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・3割引

宮城県産銘柄豚
（一部商品を除く）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150円

【東信水産】
〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（1切）

・・・・・・・・・・・・499円

【塩干コーナー】
〈ロシア産他〉生食用たらこ
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

ネスカフェ 
ゴールドブレンド
（80g） 300円179円

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳（1ℓ）

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

・・・・・・・・・・・・・99円

〈北海道産〉
たまねぎ
（3個）

お1人様6点・先着900点限り

1,080円

ヤスダ 
バラエティセット
（500㎖×4）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円
【東信水産】〈北海道産〉
かれい干物（3枚）

・・・・・・・・・・・99円
【塩干コーナー】〈ノルウェー産他〉
塩サバフィーレ（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
カップ印 白砂糖（1kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279円
プリマハム 鍋三昧肉だんご各種
（1パック）

・・・・・99円
【デリカ味彩】
フライ・コロッケ各種（1個）

・・・・・2,268円

【なだ万厨房】
ひなまつり弁当「ぼんぼり」
（約9.4×18.6×10.5cm
／2段・フタ含む）

99円

JA全農たまご 朱のしずく
赤玉小玉ミックス（10個入）

お1人様1点・先着100点限り

お1人様1点・先着300点限り

先着300点限り

先着30点限り

先着50点限り

先着300点限り

先着300点限り

25
日

299円

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（約250g入・1パック）

お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・1,680円

【塩干コーナー】〈静岡県産〉
うなぎ長焼き
（大／1尾）

・・・499円
【東信水産】〈日本船・太平洋産〉
メバチまぐろ柵（100g当り）

・・・459円
国産牛（交雑種）もも・
肩切り落とし肉（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・1,790円
堀商店 特別栽培米新潟県産
こしひかり（5kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
【東信寿司】
鉄火丼（1折）

24
土

26
月

27
火

1,080円

【東信水産】
本まぐろ入刺身盛合せ
（3点盛）

199円

〈国内産〉
豚ロース肉各種
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　99円
〈愛媛県産他〉キウィフルーツ（グリーン）
（1個）

・・・・・599円
【塩干コーナー】〈ロシア産他〉（山尾）
縞ほっけ開き真空（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円
赤羽商店 瀬戸内産寿司焼海苔
（24枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
河村屋 ゆず白菜
（250g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
【東信寿司】
中巻きセット（1折）

お1人様2点限り

99円

〈秋田県産〉
（糖度センサー選別）
サンふじ（1個）

各日お1人様5点・先着300点限り

各日お1人様6本限り

・・・各279円

キッコーマン 
特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ
（各1ℓ）

・・・・・・・・・・・・・・・500円
【東信水産】〈北海道産他〉
真たら切身（2切入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【塩干コーナー】（さかえや）辛子明太子
（100g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
プリマハム 春巻き各種
（1パック）

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

・・・・・・・・・・・・・・180円
【デリカ味彩】豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え（100g当り）

・

※献立内容が一部変更になる場合がございます。
※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

◆地階＝ギフトカウンター ◆3月2日（金）まで ◆お渡し：3月3日（土） ◆2月22日（木）～27日（火）
◆2階＝婦人服

ひなまつり弁当
ご予約承ります。

【龜屋】桜餅（1個）

【清晨庵】桜餅（1個）・・・・・152円

アンサンブル
〈東京ソワール〉

・・・・・・・・・・・・・・・42,120円
コサージュ

②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

39,960円
①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56,160円

・・・・・・・・・・195円
◆1階＝銘店 ◆3月3日（土）まで

3月3日（土）は桃の節句

ひなまつり特集 春のセレモニー
スタイル特集

◆2月22日（木）～27日（火） 
◆1階＝ハンドバッグ

〈グランティ〉
ハンドバッグ特集

お1人様5点・先着300点限り

②①

店頭表示価格（税抜）より
レジにて

2本（1本）

先着50点限り

各日先着80点限り

お1人様1点限り


