
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」

上 尾店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒362-0036 上尾市宮本町1-1 048（777）1111（代表）
上尾駅東口

営業時間：午前10時～午後7時30分

2018

11/21水

BLACKFRIDAY11月23日（金・祝）・
24日（土）・25日（日）の
3日間！ 各階にて開催！！

フ ラ イ デ ーブ ラ ッ ク

予告

今年もやります！アメリカ発のお買得イベント！

衝撃プライスの
3日間始まる！！
衝撃プライスの
3日間始まる！！

婦人手袋各
種

1,080円
【2階＝婦

人雑貨】

100点限り

紳士カシミ
ヤ

Vベスト・カ
ーディガン

各5,400円
【4階＝紳

士服】

20点限り
（カシミ

ヤ100％
）

マグボトル
各種

1,080円
【4階＝リ

ビング】

25点限り
（300㎖

から）
〈シューラ

ルー〉

スペシャル

プライスセ
ール

2,149円から
【１階＝婦

人服】

黒霧島25
°パック・

いいちこ2
5°パック

各9,000円
【地階＝

和洋酒】

お1人様1
点・各先着

10点限り（各1.8
ℓ×6本

）

婦人カシミ
ヤ

ニット各種

3,240円
【3階＝婦

人服】

30点限り

ランドセル

A4フラット

ファイル対
応

各10,800円
【4階＝子

供服】

5点限り
（重さ：

1250g、
1230g）

※写真はイメージです。
※写真は
　一例です。

※写真は一例です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

メンズ パーカー
（ポリエステル100％）

PWRWARMテクノロジーが
衣服内温度を快適に保ちます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

レディス ウインドブレーカー
（ポリエステル100％）

風を通さず、あったか素材で
寒い季節も快適にすごせます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

メンズ ファー付ジャケット
（ポリエステル100％）

ファーは取り外し可能。
防水の中わたジャケットです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円

レディス フリース付ベスト
（ポリエステル100％）

フリースだけでも、着られる
あったかベストです。

◆11月２１日（水）～26日（月）〈最終日は午後5時閉場〉 ◆6階＝特設会場

参加ブランド

スポーツ＆アウトドアバーゲンSPORTS
SPORTS〈プーマ〉 OUTDOOR〈ジャックウルフスキン〉

OUTDOOR

限定お買得品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 432円

スポーツ
レディスソックス

150点限り



上尾駅東口
上尾市宮本町1-1  048（777）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分
６階レストラン＝午前11時～午後9時30分

◆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

11/21 水 22 木

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】ミニ豚ロース串カツ
（10本・１パック）

・・・・・・・・・・・・・・・全品3割引
ハーゲンダッツアイスクリーム
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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・・・・・・・・・・・・・・・全品2割引

国産牛（交雑種）
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】いわし磯辺フライ
（６個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円

キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ（各1000㎖・１本）

・・・・・・・・・・・・・・・349円
【塩干コーナー】藤井水産
さば水煮缶（１缶）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559円
紀文 紀文の季節
（12種21品）

590円【魚力】紅鮭西京漬（２切）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

日本ハム シャウエッセン
（127g×2・1束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
にんべん フレッシュパック
ソフト（4.5g×8）・・・・1,790円

【魚力】刺身盛合せ
（少量9点盛／１パック）599円

〈熊本県産〉熊本みかん
（不揃い／大袋）

179円近藤乳業 酪農牛乳（1000㎖）
・・・・・・・・・299円マルコメ 京懐石（650g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,122円
【塩干コーナー】〈三重県産他〉
うなぎ蒲焼（１串）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円
【魚力】〈ロシア産〉塩数の子
（100g当り）

・・・・・・・・・399円

〈熊本県産〉
トマト
（1袋） 268円

群馬県産
やまと豚ロース
うす切り肉
（100g当り）

お1人様2点・
先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399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）
（4個） お1人様2点・先着100点限り

先着50点限り先着50点限り

オープニングサービス99円均一セール99円均一セール

●〈茨城県産〉はくさい
（1/4カット） お1人様2点・先着100点限り

●〈埼玉県産他〉小松菜
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

●〈北海道産〉かぼちゃ
（1パック） お1人様2点・先着200点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック） お1人様2点・先着200点限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） お1人様4本・先着600本限り

●【デリカ味彩】北海道
じゃが芋揚げ（100g当り）

●サトウ サトウのごはん 
こしひかり（200g・１個）

●紀文 玉子とうふ
（65g×3）

●森永 マウントレーニア
（カフェラッテ・エスプレッソ・
ノンシュガー／各240㎖）

●でん六 でん六豆
（105g）

●フジパン スナックサンド
各種（１個）

・・・・・・・・・・・・・・・594円

【東京都・
まぐろ一番本舗】
まぐろサービス丼
（1折） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円

【トップス】
チョコレートケーキ
（レギュラーサイズ／1台）

864円

【乃が美】
生食パン
（2斤）

惣菜・名店グルメセレクション ●11月21日（水）～25日（日）
●地階＝食料品

●11月21日（水）～27日（火）
●地階＝特設コーナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

　【和幸】４種のキノコの
クリームコロッケ
（１個）

　【麻布あさひ】
焼鳥盛合せ（１パック）540円

　【フロ プレステージュ】
サーモンと６種野菜のマリネ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・454円

　【たごさく】赤飯
（１人前・約200g）・・・・・・・・・・・・432円

　【錦松梅】プラスチック
容器入（100g）・・・・・・・・・・・・・・540円

　【菓匠 清閑院】
柑香露（１個）・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

◆12月17日（月）まで
　〈最終日は午後5時閉場〉
◆6階催場

お歳暮
ギフトセンター
好評開設中！

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店「まるひろ」で。

Kobaton

2018 まるひろのお歳暮
彩の国から冬の贈り物

※ポイントサービスは
　対象外となります。

実演

先着150点限り

⬅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。

クリスマスケーキ ご予約承ります。
◆ 地階＝
　名店・特設コーナー

※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。

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
12月14日（金）まで

11月３0日（金）までのご予約で 5%OFF

友の会会員・まるひろMクラブカード（クレジット付・スターカード）会員様は、
まるひろオリジナルおせち早期ご予約割引！
友の会会員・まるひろMクラブカード（クレジット付・スターカード）会員様は、
まるひろオリジナルおせち早期ご予約割引！

ご予約承ります。

◆ 地階＝名店・特設コーナー
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〉

・・・5,400円

〈アニバーサリー〉
スノーマンのクリスマス
（直径約16cm）　

・・・・・21,600円

【まるひろ】まるひろオリジナル
「彩」《いろどり》おせち 
和洋三段重（27品目 
約3～4人前／21.8×21.8×
5.6cm×3段）

まるひろ
オリジナル

リニューアル

◆12月25日（火）まで
◆4階＝ミキハウス

わくわくする
幸せなシーズンが
今年もやって
きました。思い出
に残るギフトを
贈りませんか？
Present  期間中、
16,200円以上お買上げ
のお客様に「えほん」を
差しあげます。32,400円
以上お買上げで「ブラン
ケット」を差しあげます。
※数に限りがございます。

手作りクラフト展手作りクラフト展

先着
200点
限り

お1人様2点・
先着100点限り

お1人様各１ケース（６本）限り

●国産豚もも切り落し肉
（100g当り）※銘柄豚は除く
30kg限定

●ペヤング ソース焼そば
（１個）お1人様２点・先着300点限り

11/21
●限り水

　〈繭工房〉
ワンピース（木綿（かすり）／
フリーサイズ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
　〈アトリエドリーム〉
バラ ロングネックレス・
イヤリングセット
（長さ65cm＋アジャスター５cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円3点限り

◆11月21日（水）～27日（火）
◆2階＝エンジョイスペース

〈最終日は
 午後5時閉場〉

※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。　


