
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」

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

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 次回店休日のご案内 4月3日（水）

2019

3/20水上尾店

【文明堂】
カステラ巻詰合せ
（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

4.【文明堂】
さくらカステラ（5切入）・・・・・・・・・・・675円

8.【ユーハイム】さくら
リーベスバウム（６個入）・・1,080円

12.【デリカ味彩】
駿河湾産桜海老入り
クリームコロッケ（5個入）・・・280円

16.【アンデルセン】
さくらあんぱん（１個）・・・・・・・・・・・・・・・216円

3.【ロイスピエール】
スーペリオア・サクラ（１個）・・270円

7.【菓匠 清閑院】
花くらべ（５個入）・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

11.【たごさく】
竹の子おこわ（約200g・１人前）540円 15.【北京飯店】

手造り春巻（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円

2.【フロ プレステージュ】
スカイベリーの苺リースタルト
（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円

6.【葵の倉】
桜おかき煎（７袋入）・・・・・・・・・・1,080円

10.【麻布あさひ】
焼鳥盛合せ（1パック）・・・・・・・・・・・・540円 14.【京樽】

のり巻（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

1.【フロ プレステージュ】苺の
春色チーズタルト（１台）・・・2,042円

5.【石村萬盛堂】
さくらふわり（１個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151円

9.【和幸】はまぐりの
クリームコロッケ（１個）・・・・・・・・・・280円

13.【フロ プレステージュ】
春野菜のグリル～ペペロンチーノ風～
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・421円

【ヨックモック】
シガール
（30本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

【こだわりや】
国産野菜の
五目ちらし寿司
（150g）・・・・・・・・・・・・・405円

【魚力寿司】
にぎり寿司
（幸／１パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,290円

【デリカ味彩】
天ぷら盛り合せ
（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円

【デリカ味彩】
野菜のうま煮
（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・306円
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春の名店・惣菜祭り1
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※写真は
イメージです。



初年度年会費

無料！

年間お買上げ総額に応じて
ポイント進呈率が変わります。

●承り場所：6階=Mクラブカウンター又はサービスカウンター
※対象外売場、商品がございます。

無料！2時間
売場にてカード提示で有料駐車場

さらに1,000円お買上げで4時間無料。

まるひろスターカード
新会員募集中！

ポイント進呈 10%！
2
おトク

3
おトク

おトク

1 最大

※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 まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

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

99円均一セール99円均一セール

21祝
木

3/20 水

・・・・・・・・・・・・・・・・・全品2割引

群馬県産氷室豚
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 ・・・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

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） お1人様6点・先着1200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

●〈鹿児島県産他〉新じゃが芋
（2個） お1人様4点・先着800点限り

先着150点限り

先着5名様限り

●〈青森県産他〉ごぼう（カット）
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

●紀文 玉子豆腐（195g）
●QBB ベビーチーズ各種
（60g・１個）

●三幸製菓 チーズアーモンド
（16袋入）

●ヤマザキ 大地と緑のバター
ロール・大地と緑のレーズン
バターロール（各５個入）

●国産豚小間切れ肉
（※銘柄豚は除く／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・490円
【魚力】〈ロシア産〉トロホッケ開き
（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・369円
【塩干コーナー】鮮鼓堂 辛子明太子
（90g・1パック）

・・・・・・・・・・179円ピックルス 浅漬け胡瓜（2本入）

・・・・・・・・・・・・・・・159円パスコ 超熟食パン（6枚・8枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278円
宮城県産サイボク豚バラうす切り肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　599円
〈熊本県産〉不知火（しらぬひ）
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,290円
【魚力】刺身盛合せ中とろ入
（３点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
日本ハム シャウエッセン
（１束）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈フィリピン産〉バナナ
（1袋）

精肉
●ポテトフライ
（ガーリック／100g当り）

【デリカ味彩】

青果 セルフマート

オープニングサービス

お1人様2点・先着200点限り

999円
【塩干コーナー】〈インド産〉天然
ホワイトえび（14尾入・1パック）

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

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

499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

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　199円
〈熊本県産他〉国産アスパラ
（1束） お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・490円
【魚力】〈インドネシア産他〉
ブラックタイガーエビ（15尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・549円
【塩干コーナー】山尾 縞ホッケフィーレ
（半身／1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円
タカノフーズ おかめツインパック豆腐
（絹・木綿／各200g×2）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円アサヒコ 昔あげ（2枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円
〈国内産〉黒毛和牛霜降り切り落し肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　399円
〈フロリダ産〉グレープフルーツ（ルビー）
（3個） お1人様6点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　159円
〈静岡県産他〉レタス
（1個） お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,790円
【魚力】刺身盛合せ
（少量9点盛・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,680円
【塩干コーナー】〈宮崎県産他〉うなぎ長焼
（1尾）

・・・・・・418円ヤスダ ドリンクヨーグルト（900㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円
堀商店 新潟県岩船産コシヒカリ
（5㎏）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      499円
〈愛媛県産他〉清見オレンジ
（1袋） 各日お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      380円
〈熊本県産他〉トマト
（1袋） 各日お1人様2点・先着100点限り22金

〈無印良品〉新生活応援
◆１階＝無印良品
寝心地と素材へのこだわりから生まれた、シンプルなベッドです。
カバー（側生地）は、外してご家庭の洗濯機で洗うことができます。
フレームはスチールメッシュ仕様で安定した寝心地を実現。
脚付マットレス・高密度ポケットコイル・シングル
（スチールメッシュ・
洗えるカバー／幅98×
奥行198×高さ26cm）
・・・・・・・・・・・・・・34,900円
※20cm脚との
組み合わせ価格です。
ベッド脚はサイズにより
金額が異なります。

・・・・全品2割引
〈国内産〉特選黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

23土

24日

●

春の靴・バッグ・レザー
バーゲン

ベビー＆子供服バーゲン

マタニティセミナー おもちゃの
病院

◆３月２0日（水）～２５日（月）〈最終日は午後５時閉場〉 ◆６階催場

●３月２３日（土）
午前１１時～
午後３時

●３月２１日（木・祝） 沐浴セミナー
①午前１１時 ②午後2時 
●３月２３日（土） 手作りスタイを作ろう
①午前１１時 
参加費：1,080円 所要時間：約２時間
●３月２４日（日） 出産準備セミナー
①午前１１時 ②午後2時 

機関車トーマス撮影会
●３月２1日（木・祝）・２４日（日）
各日①午前１１時 ②午後１時 ③午後３時

まるひろおもちゃくじ
●３月２３日（土）・２４日（日）
はずれなし！ １回：400円

※カメラはご持参ください。

※部品によっては
有料になります。

◆３月２0日（水）～２５日（月）
◆6階＝特設会場〈最終日は午後５時閉場〉

・・・・・・・1,080円
パスケース各種
（合成皮革）

・・・・・・・・・・・・・6,264円

カジュアルバッグ
（合成皮革）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から
婦人靴各種

・・・・・・・・・・・・・・500円から

ベビー
トップス各種

２0日（水）限り
オープニング限定品

イベントのご案内

参加ブランド

参加無料

参加無料

参加無料

基本修理無料

※写真は
一例です。

※写真は全て一例です。

・・・・・・・2,160円

　〈赤ちゃんの城〉
プレオール各種
（綿100％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,880円

　メチャカルハンディ
オート4キャス

会場内にお買得品をご用意して
おります。


