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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

まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。 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」

アンテナショップフェア
※ポイントサービスの対象外となります。 ※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。 ※写真は盛り付けの一例です。 ※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。
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ご当地グルメ ご当地グルメ ご当地グルメ 特別提供品

いわて銀河プラザ 佐渡本舗 大阪百貨店

【柏屋】 【海産物のわたなべ】 【リアス海藻店】

特別出店

あおもり北彩館

・・・・・・・・1,300円

【セイヒョー】
笹だんご
（10個入）

・・・・・・・486円

薄皮饅頭
（こし・つぶ／

各5個入・

1袋）

【つるとんたん】
純生明太子
クリームの
おうどん（2人前）
・・・・・・・・1,680円

八戸
せんべい汁
（4人前）

・・・・・・・・・・・・・・594円

三陸海宝漬
（350g）

・・・・・・・・・4,001円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
しじみのみそ汁
（8食入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
山菜にしん
（250ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・775円
パティシエのりんごスティック
（5個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・454円
南部せんべい詰合せ
（18枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281円
弁慶のほろほろ漬
（115ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
くるみたっぷりゆべし
（3個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・860円
サラダホープ4種ミックス
（160g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
浪花屋柿の種進物缶（大）
（27g×12袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
あおさしじみスープ
（62g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559円
呼吸チョコ 北新地（ココア）
（90ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円
たこ昌の明石焼
（12個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・801円
蓬莱本館のぶたまん
（4個）

全国各地の人気物産館から郷土グルメ、銘菓などを取り揃えました。

三陸
わかめ
（200g）

1,080円

・・・・16,200円

【銀座新之助 貝新】
まるひろオリジナル
山中塗重箱入
和洋二段重
（34品目 約3人前／
18.5×18.5×4cm×2段／
重箱材質：ABS樹脂）

・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円

〈ロイスピエール〉
ブッシュドノエル
（約17×8.5cm）

まるひろ
オリジナル リニューアル

◆11月14日（水）～20日（火）
　 〈最終日は午後4時閉場〉
◆1階=エンジョイスペース

ご予約承ります。

◆地階＝特設コーナー

まるひろオリジナルおせち 早期ご予約割引！ まるひろオリジナルおせち 早期ご予約割引！ 

11月３0日（金）までのご予約で5%OFF

ご予約受付
お渡し

12月22日（土）まで
12月31日（月）
〈午前11時から午後5時〉

◆1階＝銘店

クリスマスケーキ
ご予約承ります。

※お品代はご予約の際、または12月14日（金）
　までにご来店にてお願いいたします。
※数に限りがございますので、お早めにご予約
　くださいませ。

12月14日（金）までご予約受付
12月23日（日・祝）・24日（月・振）
〈各日午前11時から〉

お渡し
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【回進堂】

・・・・・・・540円

岩谷堂
羊羹（本煉・
ごま・くるみ／

各260g・1棹）

　炭火焼
焼あごだしの素
（18個）・・・・・・・1,080円
　おかずいりこ
（200g）・・・・・・・1,080円

おせち・ケーキの電子カタログはこちらからご覧いただけます。➡

◆◆ 限定販売銘 菓

・・・2,484円

〈ドゥデ・ノーダン〉
ボージョレ・ヌーヴォー
2018【さくら草ラベル】
   （750㎖）

まるひろ
オリジナル

2018 ボージョレ・ヌーヴォー
11月15日（木）解禁！

◆11月15日（木）から
◆地階＝和洋酒
※数に限りがございます。

〈クラージェ〉
ボージョレ・
ヴィラージュ・
ヌーヴォー
2018
（750㎖）

・・・・・2,556円



※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。

0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。
※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかとなります。
※対象商品は一部除外もあります。詳しくは係員におたずねください。

■11月14日（水）～12月25日（火） 
■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。
　 ※対象売場は販売員におたずねください。

キャンペーン

期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用になる場合、
分割手数料はまるひろが負担いたします。

スターカード（リーダース・チェリー）、アトレMクラブカード、
まるひろMクラブカード［クレジット機能付］

まるひろ分割払い無金利開催無金利！
期間限定！！ 手数料はまるひろが負担します。 

キャンペーン対象カード

◆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

99円均一99円均一

15木

18日

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

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

【大宮・乃が美】
「生」食パン
（1本／2斤）・・・・・・・・・・864円

17土

【川越・川越ベーカリー楽々】
サクとろスイートポテトパイ
（栗の渋皮煮／１個）420円

16金

【新所沢・ブーランジェリー
キシモト】究極の
カレーパン（1個）270円

15木

【新河岸・ブーランジェ リュネット】
ハナマンテンの山型
食パン（1斤）・・・・・・303円

11/14水

【大宮・乃が美】
「生」食パン
（1本／2斤）・・・・・・・・・864円

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

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭（1切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

高崎ハム 焼豚
（270g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈長野県産他〉
はくさい（1/4カット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100円

〈新潟県産他〉
たねなし柿
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・100円

国産若鶏もも肉
（100ｇ当り）

・・・・・・・       99円

日本ハム 
シャウエッセンウインナー
（127ｇ×2袋）・・・399円

【塩干コーナー】
藤井水産 さば
水煮缶（1缶）349円

【東信水産】
お楽しみ袋
（1袋）・・・・・・・1,980円

【東信寿司】
さば棒寿司
（1折）・・・・・・・・・・・・・・480円

キッコーマン 特選丸大豆
しょうゆ・減塩しょうゆ
（各1000㎖）各299円

ヤクルト ヤクルト・
ヤクルトカロリー
ハーフ（各65㎖×
10本）・・・・・・・・・・各378円

紀文 
紀文の季節
（12種22品）・・・559円

【デリカ味彩】
広島県産カキフライ
（7個）・・・・・・・・・・・・・399円

オープニングスペシャルセール

彩の国
日替り

パンウィーク

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック） お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着200点限り

●〈長野県産他〉ぶなしめじ
（約170g入・1袋）

●〈埼玉県産他〉小松菜
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

●〈青森県産〉泥ごぼう（カット）
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

●〈熊本県産〉早生みかん
（不揃い）（約3kg入・1箱）

お1人様1点・先着50点限り

先着60kg限り

お1人様2点・先着100点限り

青果

お1人様5点・
先着1000点限り

お1人様2点・先着100点限り お1人様2点・先着100点限り先着20点限り 先着50点限り 先着10点限り

◆1階＝特設コーナー

11月14日（水）は
「埼玉県民の日」

16金

東海 こくうまキムチ
（320g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249円

キユーピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円

【デリカ味彩】ふっくら真あじの
大葉フライ（8個入）・・・・・・・・・・・・・299円

【塩干コーナー】庄屋 液漬け
辛子明太子（1パック）・・・・・・・・449円

〈茨城県産〉
れんこん（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　79円

【東信水産】
〈韓国産他〉
まぐろ切り落し
（1パック）540円

〈山形県産〉
ラフランス
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・100円

お1人様2点・先着100点限り

お1人様5点・
先着1000点限り

お1人様6点限り

17土

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳（各1000㎖）各189円

かどや 金印純正ごま油
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

サクラ印 純粋はちみつ（700ｇ）・
はちみつブルーベリー（650ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　各699円

【デリカ味彩】ひとくちイカフライ
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148円

【東信寿司】本まぐろ入
握り寿司（1折）・・・・・・・・・・・・・・・1,280円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈愛媛県産〉（糖度センサー選別）
ノーワックスみかん（2Lサイズ／21玉入・
1箱） 1,080円

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49円

お1人様1点・先着100点限り

お1人様計2点限り

お1人様2点・
先着100点限り

18日

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

【デリカ味彩】
南部どりの唐揚げ
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【東信水産】
本まぐろ入刺身盛合せ
（3点盛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

米久 ベーコンブロック
（220g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

〈秋田県産〉訳ありりんご
（傷の為）（約5kg入・1箱）

1,080円

サトウ 切り餅
パリッとスリット
（1kg）

・・・・・・・・・・・・・・599円

〈長野県産他〉
えのき茸
（約200g入・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・100円

お1人様1点・先着50点限り

お1人様2点・
先着100点限り お1人様2点限り

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

彩の国から冬の贈り物 2018 まるひろのお歳暮

お歳暮ギフトセンター好評開設中！
◆12月17日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉 ◆4階催場

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

Kobaton

お買上げ特典
◆11月30日（金）まで

期間中、お歳暮ギフトセンターにて
10,800円以上お買上げの、まるひろ友の会・
Mクラブカード・スターカード（リーダース・チェリー）
各会員様、全店合計先着5,000名様に
「まるひろオリジナルトートバッグ」を

差しあげます。
※なくなり次第終了となります。

乗り換えキャンペーン
◆12月17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
お歳暮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

プレゼントいたします。
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

11/14水

銘柄豚肉（指定銘柄に限る）店頭表示
価格（税抜）よりレジにて全品3割引

銘柄鶏肉
（指定銘柄に限る）

店頭表示価格

（税抜）よりレジにて
・・・全品3割引

〈国内産〉
黒毛和牛
店頭表示価格

（税抜）よりレジにて
・・・全品3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

NEW

※交通事情により入荷が
遅れる場合がございます。


