
※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」●東松山店 次回店休日のご案内 5月8日（水）

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）4/24水

2019

東松山店

花雑貨

●レモンリーフ

1,512円
参加費

ティッシュ
BOXカバー
作り

作品

造花古木
フレーム
・・・・・・・4,860円

お花のレジンアクセサリー

●RIBBON
　RIBBON

1,620円
参加費

ヘアゴム
作り

作品

ネコちゃん
バッグ
チャーム
・・・・・・・1,944円

ニット・あみ小物

●あみゆか

972円
参加費

持ち手つき
小物入れ
作り

作品

サマーニット
・・・・15,120円

アクセサリー

●神戸 みどり

3,780円
参加費

パール
ネックレス
作り

作品

ジュリア
（ビーズ
アクセサリー）
・・・・10,260円

粘土とフェルト雑貨

●かえるの
　てしごとや

1,620円
参加費

ふくろうの
壁掛け作り

作品

粘土の
多肉植物
寄せ植え
・・・・・・・3,240円

手作り体験教室 ◆4月24日（水）～30日（火・休） 各日午前11時～午後3時 【製作時間：約30分～1時間】 ◆1階＝エンジョイスペース
※ご参加のお申し込みなど、詳しくは各コーナーにて承ります。※会期中は随時、作品をご購入いただけます。

レース付かごバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

●釘本 冨美子
クラフトテープ雑貨

手織りブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

●幡木 克子
手織り

琥珀ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

リネンの
ワンピース
12,960円

ネックレス・イヤリング
セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

コトリししゅうバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円

ししゅうベスト・・16,200円

「雪の女王」（アンデルセン）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

ブラウス・・・・・・・・・・・・16,200円

赤サンゴ丸玉ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,360円

ハンドバッグ・・・・・・・8,618円

●アクセサリー路●アクセサリー路
アクセサリー

●田中 史子
クラフト雑貨

●アトリエドリーム
アクセサリー

●kumakuma OHAKO
布雑貨

●宮川 公江
おしゃれな街着

プラチナ900
カラーストーンリング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248,400円

ラピスラズリロングネックレス
（75cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

アレンジメントフラワー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

きなり手描きブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

●飛田 あつ子
天然石ジュエリー

●トムハート●トムハート
アクセサリー

●東海林 つや
アレンジメントフラワー

●染美・白男川
衣料

電波振り子時計・・・・・17,280円

トートバッグ（大）・・3,780円

ターコイズと淡水パールの
チョーカー・・・・・・・・12,960円

染め花・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,996円

●有働 みどり
トールペイント

●吉井 三得子
帯のトートバッグ

●小島 とも子
パールアクセサリー

●阿部 久栄
染花

●佐藤 清美
銅板アート

●さをり工房・きらん
衣料・雑貨

●宮崎 賢治●宮崎 賢治
アクセサリー

●Rose Fan Fun
トールペイント

パッチワークバッグ・・14,040円

帽子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円

バラの花のプルオーバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,339円

●彦坂 由美子
パッチワーク小物

●アトリエ・ラ・メール
帽子と洋服

●奥原 麗子
レース編み

●MARINA
ニット・創作アクセサリー

◆4月24日（水）～29日（月・祝）
◆4階催場〈最終日は午後5時閉場〉

ココロときめく
世界に一つだけのハンドメイド。



※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※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

0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

●〈フィリピン産他〉バナナ（1袋）
お1人様2点・先着200点限り

●〈佐賀県産他〉
新たまねぎ（2個）
お1人様6個・先着600個限り

●〈長野県産〉
ぶなしめじ（1袋）
お1人様2点・先着200点限り

●〈埼玉県産他〉
きゅうり（3本）
お1人様6本・先着900本限り

●〈茨城県産〉
ピーマン（1袋）
お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着100点限り 先着100点限り

【東信水産】
白身魚刺身盛合せ
（3点盛）・・・・・・・・・980円

サイボク 
ポークウインナー
（145g・1パック）439円

米久 ベーコンブロック
（220g・１個）・・・・・299円

お1人様2点・先着100点限り

〈熊本県産〉グミニー
ミニトマト（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】みそポテト
（100g当り）・・・・・128円

雪印メグミルク 
ナチュレ恵
（プレーン・脂肪0／

各400ｇ）・・・・・・・・・138円

キユ－ピ－ 
マヨネ－ズ（350g）・
ハ－フ（300g）・
デルモンテ リコピン
リッチケチャップ
（485g）・・・・・・・・各179円

お1人様2点・先着100点限り

〈熊本県産〉（糖度センサー
選別）デコポン（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

【デリカ味彩】
柔らか豚ヒレカツ
（5枚・1パック）・・・・・・・・・399円

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

パスコ 超熟
（6枚・8枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　139円

味の素
さらさらキャノ－ラ油
（1ｋｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【東信寿司】
サバ棒寿司（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　399円

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭（養殖／３切）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　500円

国産若鶏もも肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

宮城県産銘柄豚
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全品2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・・・・・・・・4割引【塩干コーナー】

〈和歌山県産他〉
釜揚げしらす干し
（25ｇ×3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・369円

〈栃木県産〉
とちおとめ（1パック）399円

4/24 水

25 木

【東信水産】
〈青森県産他〉
めばる
（100g当り）・・・・・398円
【東信寿司】
握り寿司セット
（12貫入）・・1,280円

岩手県産南部鶏
もも唐揚用
（100g当り）・・・・・179円

お1人様2点・先着100点限り

〈佐賀県産他〉
国産アスパラ（1束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【デリカ味彩】
フライ・コロッケ各種
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

近藤乳業 酪農牛乳
（1ℓ）・・・・・・・・・・・・・179円

山印醸造 昔ながらの
天然醸造無添加・
塩分ひかえた
昔ながらの減塩みそ
（各750ｇ）・・・・各279円

お1人様2点・先着100点限り

〈青森県産〉
サンふじ（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

26 金

【東信水産】
本まぐろ食べ比べセット
（大トロ・中トロ・赤身／

3点盛）・・・・・1,500円

日本ハム 
シャウエッセン
（127g×2・1束）・399円

国産牛（交雑種）
もも・肩切り落し肉
（100g当り）・・・・・459円

各日お1人様2点・先着100点限り

〈熊本県産他〉
トマト（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】ムラサキ
いかのまるごと唐揚げ
（100g当り）・・・・・199円

JA全農たまご 
ピュアテイスト（10個入）

・・・・・199円

堀商店 新潟県岩船産
コシヒカリ（5kg）

1,980円

各日お1人様2点・先着100点限り

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ ゴールドキウイ
フルーツ（4個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

99円均一セール99円均一セール
青果 オープニングスペシャルセール

先着50点限り 先着合計100点限り

各日先着50点限り

各日先着100点限り

先着50点限り

28 日27土 ●

【東信寿司】
〈太平洋産他〉
メバチまぐろブツ切り
（解凍／1パック）580円

【東信水産】
〈山口県産〉さわら
切身（2切）・・・・・780円

〈国内産〉豚ロース肉
各種（銘柄豚は除く／
100g当り）・・・・・・・199円

各日お1人様2点・先着100点限り

〈沖縄県産〉
かぼちゃ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

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

タカノ おかめ豆腐
ツインパック（木綿・
絹／各200ｇ×2）・・78円

にんべん 
フレッシュパックソフト
（4.5g×8パック）299円

各日お1人様2点・先着50点限り

〈熊本県産〉肥後
浪漫すいか（1/8カット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

30 休29祝
火月

●

【2階＝特設コーナー】

【2階＝婦人服】

婦人カジュアルシューズ
各種・・・・・・・・・・・・・3,240円

【1階＝婦人靴】
紳士カジュアルバッグ各種・・・・・・・・4,320円から
紳士カジュアル洋品各種・・・・・・・・・・・3,240円から

【3階＝エスカレータ脇特設コーナー】

〈サーモス〉フライパン
（24ｃｍ）・・・・・・・・・・・・・・2,462円
（26ｃｍ）・・・・・・・・・・・・・・2,678円

【4階＝家庭用品】

5/12○ 母の日
「ありがとう」記念日。

日

晴れた初夏の日に似合う綺麗な色を
揃えました。母の日の贈り物にどうぞ。

●５月１２日（日）まで ●各階にて

2019 MARUHIRO
Mother,sDay　Gift  Collection 

まるひろ
母の日ギフト
コレクション〈アップルハウス〉

羽織シャツ（綿100％）14,040円
7分袖シャツ（綿100％）11,880円

【1階＝婦人雑貨】

首元を華やかに演出。
手洗いができるスカーフです。
スカーフ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円

【4階＝家庭用品】

華やかなゴールデンリリー柄が特徴の
女性らしいデザインのエプロンです。
〈V&A〉エプロン
（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

【1階＝ハンドバッグ】

リバーシブル仕様で気分に合わせて
使え、折りたたんでコンパクトになる
バッグです。
婦人トートバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

母の日おすすめ品
ご予約承ります。
●承り期間：５月１１日（土）まで

●承り場所：地階＝ギフトカウンター
●お渡し日：５月１２日（日）限り

※献立内容が一部変更になる場合がございます。
※数に限りがございます。

※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。
【なだ万厨房】
母の日御膳（1折）・・・・・2,700円

【ホテルオークラ】
オムライス（1人前）・・・・1,080円

【天のや】
たまごサンド（レギュラ－サイズ／
12個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,181円

・・・59,400円

〈ふわりぃ〉
コンパクトジップ
（約1,130ｇ）

2020年度
ランドセル早期特別販売会

◆3階＝子供雑貨

まるひろMクラブカード・
スターカードご提示にて

※一部除外品もございます。早期割引10％OFF

9/30
㊊まで

【トップス】
チョコレートケーキ
（レギュラー／1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円

■5月1日（水・祝）～6日（月・振）

【ユーハイム】
鯉アップルパイ
（1尾）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

■5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

【銀座コージーコーナー】
わくわく動物園
（9個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

■5月1日（水・祝）～6日（月・振）

【龜屋】柏餅
（つぶ・こし・みそ／各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173円
【清晨庵】柏餅
（つぶ・こし・みそ／各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173円

■5月5日（日・祝）まで

こどもの日特集◆1階＝銘店5月5日（日・祝）は端午の節句

※写真はイメージです。

※混雑の場合はお時間をいただく場合がございます。

婦人服対象売場にて母の日
ギフトを10,800円以上
お買上げのお客様に似顔絵の
サービスをいたします。

●4月29日（月・祝） 午後5時まで
●2階＝特設会場

親子で似顔絵作成
キャンペーン

予告

◆4月24日（水）
～5月6日（月・

振）

◆各階にて開催
◆4月24日（水）

～5月6日（月・
振）

◆各階にて開催
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
※写真は全て一例です。


