
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」

※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。 

上尾店 12/19水

2018

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

① ② ③

◆12月25日（火）まで ◆地階＝食料品
クリスマスパーティフェア

ステーキ・ローストビーフ

オードブル

サラダ

ブレッド

フルーツ

ケーキ チキン

シャンパン・スパークリングワイン

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※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。

①（フランス）ニコラ・フィアット 
セレクション・ブリュット 
シャンパーニュ
（750㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,880円
②（イタリア）サンテロ 
アスティ・セッコ958
（750㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円
③（スペイン）ロジャーグラート 
カヴァ ロゼ・ブリュット
（750㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,180円

国産牛（交雑種）バラカルビ焼肉用（100g当り）・・・・・・・・580円
〈国内産〉黒毛和牛モモ焼肉用（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・880円

群馬県産やまと豚ロースしゃぶしゃぶ用
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276円

〈国内産〉黒毛和牛肩ロースすき焼き
（100g）

〈国内産〉黒毛和牛
サーロインステーキ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,480円
【デリショップ】
ローストビーフ
（もも肉／1パック）・・・・・・・・・・880円

〈国内産〉黒毛和牛もも肉
ローストビーフ用ブロック
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

〈国内産〉黒毛和牛
ももステーキ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

【アンデルセン】
マンデルシュトレンＳ
（１本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

【アンデルセン】
クリスマスパーティサンド
（１セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

【アンデルセン】
サンタ（１個）
ゆきだるま（１個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円
・・・・・・・・・・249円

【アンデルセン】
木の実のキャラメルケーキ
（１個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

【フロ プレステージュ】
柔らかな仔牛のクリーム
ソース煮（１パック）・・・・・・・841円

【デリカ味彩】南部どり
唐揚（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・199円

【魚力寿司】
幸（１パック）・・・・・・・・・・・・・・1,350円

〈埼玉県上尾市産〉
エムズフルーツ
トマト
（１パック）・・・・・・999円

【フロ プレステージュ】
クリスマス
シーフードマリネ
（100g当り）・・・584円

【デリショップ】
ポテトサラダ
（100ｇ当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円

骨付きフライドチキン（１個）・・・198円
【デリショップ】
ローストチキンレッグ（１本）・・・580円
岩手県産南部どり骨付きもも肉
（解凍品含む／100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・189円

【フロ プレステージュ】
パテ・ド・カンパーニュ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・454円

【魚力】〈アメリカ産〉
スモークサーモン
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円

【フロ プレステージュ】
クリスマスオードブル
（Ｌ／１セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
ローストビーフと
山形県船形町マッシュ
ルーム（１パック）・・・・・・・・・1,591円

【塩干コーナー】
〈チリ産〉
王子スモークサーモン
切り落し（約170g）・・・・・980円

塩数の子
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

※12月19日（水）～25日（火）の販売となります。

※12月22日（土）～24日（月・振）の
　販売となります。

【ロイスピエール】
クリスマスフレジェ
（約12×12cm×高さ5cm／１台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円

【ロイスピエール】
ブッシュ・ド・ノエル
（約8×17cm×高さ9.5cm／１台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円

※12月23日（日・祝）～25日（火）の販売となります。

【フロ プレステージュ】
クリスマス苺のショートケーキ
（約15cm・１台）・・・・・・・・・・・3,801円

【フロ プレステージュ】
サンタの苺ドームケーキ・
クリスマスツリーケーキ・
トナカイチョコ
ケーキ（各１個）
・・・・・・・・・各591円

【フロ プレステージュ】
ピアノ・ド・レーヴ
（１台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,301円

※12月22日（土）～25日（火）の販売となります。

【麻布あさひ】
国産ローストチキンもも焼
（１本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・918円
※12月22日（土）～25日（火）の販売となります。

【デリカ味彩】
南部どりローストレッグ各種
（醤油・塩／各１本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円
※12月22日（土）～25日（火）の販売となります。

〈フィリピン産〉
ゴールデンパイン
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

カットフルーツ（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・799円

12月23日（日・祝）・24日（月・振） 試食販売

【フロ プレステージュ】
クリスマスフルーツタルト（約20cm／１台）
【フロ プレステージュ】
クリスマスフルーツタルト（約20cm／１台）・・・3,901円

半身揚げ
（１個）・・・・・・・・・・・・・・972円

【ばかうまや】
期間限定
販売会
◆12月25日（火）まで
◆地階＝特設会場 

実演

※当売場でのお買物は、
　ポイントサービスの対象
　外となります。



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

※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。

ブランド早期値下げ
50～20%OFF
ブランド早期値下げ
50～20%OFF
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ポイントフェア2

99円均一99円均一

2

※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 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。

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）お1人様4本・先着400本限りお1人様4本・先着400本限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）お1人様2点・先着100点限りお1人様2点・先着100点限り

●〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ（1袋）
お1人様2点・先着300点限りお1人様2点・先着300点限り

●〈茨城県産他〉ピーマン
（1袋）お1人様2点・先着100点限りお1人様2点・先着100点限り

●〈青森県産〉ごぼう（カット）
（1袋）お1人様2点・先着100点限りお1人様2点・先着100点限り

●ペヤング ソースやきそば
（120g・1個）お1人様2点・先着200点限りお1人様2点・先着200点限り

〈埼玉県産〉
深谷ねぎ
（1袋）・・・・・・・・・・・・・159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）399円

笛木醤油 金笛胡麻
ドレッシング（390㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

国産豚もも肉
切り落し※銘柄豚は除く
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・99円

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・599円

ホソヤ 昭和生まれの贅沢
焼売（6個）・餃子（8個）・春巻
（5本）（各1個）・・・各179円

【魚力】刺身盛合せ
（中とろ入／4点盛・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,490円
サトウ 切り餅
パリっとスリット
（1㎏・1袋）・・・・・・・・・・・599円

群馬県産氷室豚
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

【魚力】〈宮城県産〉
刺身サーモン
（100g当り） ・・・・・・・・189円

群馬県産やまと豚
ロースうす切り肉
（100g当り）・・・・・278円

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖）・・・・・358円

キユーピー マヨネーズ
（350g）・ハーフ（300g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円
〈秋田県産〉（糖度保証）
サンふじ（3個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

明治 ブルガリア
ヨーグルト（プレーン・
脂肪0／各400g）139円
〈兵庫県産他〉
レタス（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199円

【魚力寿司】
海幸（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・1,090円
サイボクハム 
ポークウインナー
（1パック）・・・・・・・・439円

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）・・・・・59円

〈高知県産〉
ゆず
（1個）・・・・・・・・・159円

セルフマート・
生鮮品・【デリカ味彩】

セルフマート・
生鮮品・【デリカ味彩】

21□金限
り

限
り20□木

限
り

12/19□水 ◆12月19日（水）～22日（土） ◆地階＝青果

12月22日（土）は冬至です。
冬至は一年でもっとも日が短い日です。これから
寒くなる冬にむけて、栄養満点のかぼちゃを食べ、

香りの強いゆずで邪を祓いましょう。

お1人様2点・先着100点限りお1人様2点・先着100点限り お1人様2点・先着100点限りお1人様2点・先着100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

お1人様6点・
先着300点限り
お1人様6点・
先着300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

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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円
お1人様1ケース（6本）限りお1人様1ケース（6本）限り

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31日（月）

〈午前11時から午後5時〉

12月22日（土）まで

まるひろMクラブカード会員様

12/19水・23　・24 限
り

日
祝

月
振

※名店売場、一部惣菜売場はポイントフェアの対象外と
なります。※ポイントは本体価格で計算させていただきます。
※一部除外品もございます。※他の割引ご優待との併用は
できません。 ※詳しくは係員におたずねください。 

めでたい新年を迎える商品をご用意しました。
迎春用品特集 ◆4階＝リビング

◆12月19日（水）～24日（月・振）  
◆6階＝リラックス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410円
白雪ふきん

・・・・・・・・・・・・・・・①324円／②432円
迎春タオル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円

ボディ
リラクゼーションコース
（45分間）

〈リラックス〉を新規にご利用のお客様に限り、
下記のコースを2,980円でご利用いただけます。

全品2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・・・・・・・・・・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

お1人様2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。

①

①

②

・・・・・・・・21,600円

【京都 野村】
「金閣」和風三段重
（41品目 約3～4人前
／21×21×4.6cm
×3段）

おせちの電子カタログは
　　　　こちらからご覧いただけます。➡

ポイントフェア

シルクとローズ水に黒砂糖エキスを
　　　　 配合して、高保湿を
　　　　 実現した化粧水です。

・・・・10,800円

　【アーダン】
純絹シルク
ローション
（120㎖）5点限り5点限り

・・・・・・・・・・・・19,440円
　【オクゼン】堺業平万能包丁
（刃渡り16.5cm／鋼） 6点限り6点限り
※お手持ちの包丁の研ぎを承ります。（有料）

　 シルクを多く
　 含んだオリジ
　 ナル手編み糸、
　 手編みニット
　 です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59,400円

衿元にボリュームを
持たせた華やかな
和柄のワンピース。各種パーティや
お出かけ着に輝ける逸品です。

つらい足元の冷えを足湯のように
じんわりと温めます。体にフィットしても
しめつけ感がないので、おやすみの
時にもおすすめです。

恵比寿・大黒などの10種類の
縁起物が入った小槌です。

がま口の中に
がま口があり、
小銭、おさつ、
カードなど分けて
入れられるので
便利です。

・・・・2,808円

41,040円

　【夢ちりめん】丹後ちりめん
ワンピース（ポリエステル100％／
M～L）

藍染の伝統の
技法を生かし
モダンなデザインで
染め上げた逸品です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・48,600円

　【中田屋】
　藍染コート
（綿100％／フリーサイズ）

194,400円

　【貝崎珊瑚加工所】
　　　　珊瑚リング
　　　　　　　　　　（約7.5×10.5mm／
　　　　　　　　　　　pt.900・D0.055ct.）

　【ヨシクラパール】
　アコヤ真珠ネックレス
　　　（珠：8.5～9.0mm／42cm）

5点限り5点限り

47,500円

　【つづる】
手編みニット 
パッチベスト
（絹80％・モヘヤ20％／
フリーサイズ）

1点限り1点限り

2点限り2点限り 特別価格特別価格

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56,160円2点限り2点限り

　【ウッディいるま社】
フクロウとリスの時計
（H520×W300×D70mm／
天然木材・無着色）

・・・・・・59,400円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

　【匠の会ひねもす】
開運の小槌
（2.7×1.8cm）

　【かたおか】
おやこがま口
（綿100%／
Ｗ13.5×
Ｈ10×D2.5㎝）

各５点限り各５点限り

・・ 3,780円50点限り50点限り

　【加茂繊維】“着る岩盤浴”
BSファイン レッグウォーマー
（ポリエステル・綿・ポリウレタン／

フリーサイズ・LL）

540,000円

　【末村人形工房】
市松抱き人形10号
（高さ40cm／桐塑・
胡粉・古布正絹）

※お人形の修理も
　承ります（有料）
人形修理の一例

842,400円
　【タカハシ象牙】高砂
（象牙／高さ14ｃｍ）

◇特別国際種番号
　A-050 高橋新六
※アクセサリー修理
　承ります。（有料）

　【石川べっ甲製作所】
べっ甲茨布時計（サイズ調整可／
  クオーツ／ムーブメント国産／

  K24コーティング金具）

◆12月19日（水）から ◆各階にて開催◆12月19日（水）から ◆各階にて開催

友の会・スターカード（リーダース・チェリー）・Mクラブ会員様 限定

【1階＝婦人服】 12月21日（金）～予告

12月21日（金）～予告

クリスマス
特別コラボキャンペーン

〈まるひろ〉×〈リラックス〉

小さめでおでかけにも
最適なサイズです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81,000円

　【三紅】印傳リュック
（縦28×横22.5×マチ7cm／
鹿革ウルシ仕上げ・牛革・
裏地レーヨン100％）

2点限り2点限り

日
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◆ 

12
月
19
日（
水
）〜
24
日（
月・振
）

◆ 

6
階
催
場 

〈
最
終
日
は
午
後
5
時
閉
場
〉　
　

2階＝エンジョイスペース ◆12月19日（水）～24日（月・振）

【2階＝婦人服】 【3階＝婦人服】

婦人肌着

婦人ナイティ

【2階＝婦人靴・紳士靴】 【4階＝紳士服】


