




まるひろMクラブカードはセール品でも
「100円+税のお買物で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12/4水

2019

上尾店

まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。

600円+税

【福岡県 八女市・仁志甲】
はかた地どり
おにぎり（3個）

・・・・・・・・・602円+税
【福岡県 太宰府市・かさの家】
梅ヶ枝餅（5個入）

1,500円+税

【福岡県 八女市・
梅野製茶園】
梅野さんの
八女茶
（煎茶）
（200g）

　1,300円+税
【福岡県 福岡市・かねふく】
辛子明太子（100ｇ） ・・1,278円+税

【福岡県 福岡市・
南里正信商店】博多めんたい
コロッケ（6個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円+税

【福岡県 福岡市・博多八助】
博多ひとくち餃子
（20個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175円+税

【福岡県 福岡市・長山食品】
高菜漬
（100ｇ当り） ・・・各1,000円+税

【福岡県 北九州市・天水】
青菜ちりめん（150g）・
梅海鮮（150g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税

【福岡県 筑紫野市・薬師堂】
ソンバーユ無香料
（75㎖）

・・・・・・・・・・399円+税
【長崎県 長崎市・杉永蒲鉾】
いわしげんこつ・あげだし
げんこつ（2個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【長崎県 長崎市・日本珍食】
刺身わかめ
（200ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466円+税

①【須崎屋】長崎五三焼き
かすてら 形おとし
（200g）

・・・・・・・・・・・・・1,700円+税
②【ヤマジョウ】長崎ばってら
（320ｇ・1本）

・・・・・・・38,000円+税

【八女市・あとりえ
風ものがたり】
ワンピースコート
（綿100％／11号）

・・・・・・・26,800円+税
ワンピース
（綿100％／11号）

27,000円+税

【飯塚市・
博多織
工房
棒弥】
手造りリュック
（絹100%／タテ32×横20×
幅10cm）

モバイルメール会員募集中！

携帯電話でQRコードを読み込んでアクセスするだけ！
　　　　　 　 このマークが「モバイルクーポン」対象店舗です。

▼

モバイル

登録
無料

※一部ご利用いただけ
ない機種がございます。

実演 実演

実演

実演

実演

実演
販売 実演

販売

初
出店

初
出店

初
出店

太宰府天満宮前の名店の味わいを。

行列ができる人気のメロンパン
専門店。パンというよりスイーツ
感覚で召し上がっていただける
ケーキのような味わいです。

特別限定販売 ※いずれも数に限りがございます。

新
登場

・・・・・・445円+税

　【福岡県 福岡市・
山口油屋福太郎】
辛子明太風味めんべい
（2枚入・8袋）

500円+税
　【福岡県 北九州市・
湖月堂】
栗饅頭（5個入）

・・・・・・・・・・・・520円+税

　【福岡県 福岡市・
二鶴堂】
博多の女
（１０個入）

・・・・・・・・・・・・500円+税
　【福岡県 福岡市・
千鳥屋】ミックスチロリアン
（13本入）

◆12月4日（水）～9日（月）
〈最終日は午後4時閉場〉

◆６階催場

モバイル

モバイル

モバイル

※当物産展でのお買物はポイントサービスの対象外となります。
※数に限りのある商品もございます。品切れの際はご容赦ください。

※写真は盛り付けの一例です。

●主催：（公社）福岡県物産振興会

モバイルメール会員にご登録いただくと
「福岡・長崎物産展」でご利用いただける「お得なクーポン」
をプレゼント！ この機会にぜひご登録ください。

1,000円+税
深蒸し八女煎茶
缶山盛り（約220g）
先着50点限り

4日（水） オープニングサービス

1,000円+税
旨だれ付明太切子（220ｇ）
先着50点限り

4日（水） オープニングサービス

1,000円+税
博多めんたいコロッケ（６個入）
先着50点限り

4日（水） オープニングサービス

1,000円+税
天ぷら盛り合わせ（1パック）
先着30点限り

4日（水） オープニングサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　362円+税
よもぎ入り梅ケ枝餅
（3個入）

先着30点限り

4日（水）限り

創業大正10年、
八女の自家茶畑で
丹精込めて育てた茶葉を
丁寧に製茶加工した
「こだわりの八女茶」です。

長崎アンテナショップ 福岡の工芸

福岡産の「はかた地どり」・宮崎産のごぼう。
素材にこだわった地鶏めしです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　800円+税
はかた地どりそぼろ弁当
（1折）

先着20点限り

4日（水） オープニングサービス

●生地お持ち込みでの
お仕立て承ります。

・・・・360円+税

【福岡県 糸島市・カシェット】
　ホワイトクリーム
メロンパン（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290円+税
　カスタードメロンパン
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・27,500円+税

〈23区〉
シレータフタダウン
（表地：ポリエステル100%、

中わたダウン：ホワイト

ダック88%・フェザー12%）

実演

 ・・・・・・・・300円＋税めし泥棒（220g）

450円＋税
五島手延うどん
（90g×3束／スープ付）

1 2

ウィンターファッションフェア
◆2階＝婦人服

◆１２月１１日（水）～１６日（月）〈最終日は午後5時閉場〉
◆６階催場

１２月4日（水）～9日（月）の期間中、１階～４階の売場
（一部対象外の店舗もございます）で20,000円+税以上お買上げ
いただいたお客様先着60名様に「６階催場 福岡・長崎物産展で
使える500円分のお買物券」を差しあげます。
※9日（月）午後４時の催場閉場後は使用できませんのでご了承ください。

Present
手もみの心地
よさを追求したダブル
スイング「もみこねマッサージ」を採用。

希少な山葡萄の皮を使用したバッグです。

※当会場でのお買物は、ハンズクラブのポイント加算・ご使用はできません。

まるひろ上尾店と東急ハンズによる、なるほどがたっぷり詰まったハンズ市の開幕です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,182円+税

スペースヤマト
（4.9kg／ピンク・グレー）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,000円+税～
山ぶどうかごバッグ各種

※写真はイメージです。会場の販売商品とは
デザインが一部変更となる場合がございます。

◆12月11日（水）～24日（火） ◆６階催場

〈受付時間〉
午前１０時～午後７時30分　
※最終日の受付は午後4時30分まで。

〈買取品目〉
宝石・貴金属、ジュエリー、時計、ブランドバッグ、
ブランド小物、ブランド衣料、ファッションアイテム　

※衣料品はお1人様10点までとさせていただきます。

※12月17日（火）は催事準備のため、休業となります。

予告

予告



◆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。

※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

※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。

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

アサヒコ 昔あげ
（2枚入・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88円+税

西武酪農
酪農3.6牛乳
（1ℓ・1本）・・・・・・・・178円+税

かどや製油
かどや金印純正ごま油
（300g・1本）・・・・・・398円+税

山田物産
日高昆布
（200g・1袋）
・・・・・・・・980円+税

関越物産
国産豚の
もつ煮
（350g・1袋）

・・・・・・・・298円+税

ミツカン 味ぽん
（600㎖）・エバラ
すき焼のたれ
（500㎖）（各1本）

・・・・・各278円+税
島田製粉
深大寺そば・
つゆ付
（120g×2・1パック）

・・・・・・・・980円+税

アイリスフーズ
低温製法米
おいしいごはん
（150g ×10・1袋）

・・・・・・・・880円+税
雪印メグミルク
ナチュレ恵
megumi
（プレーン・脂肪0／
各400g・1個）
・・・・・・・・128円+税

森永製菓
ダースクリーム
サンドケーキ・
白いダースクリーム
サンドクッキー
（各8個入・1袋）・・・・・・・・・・・・・各168円+税

でん六
小袋甘納豆
（240g・1袋）

・・・・・・・・278円+税

【魚力海鮮寿司】
幸寿司（10貫・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,190円+税

【魚力】〈アメリカ産〉
味付かずのこ
（100g当り）・・・・・・・498円+税

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

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

12/4 水 5木オープニングスペシャルセール

●〈グアテマラ産他〉
デルモンテバナナ（1袋）

お1人様2点・先着400点限り

●〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）

お1人様2点・先着300点限り

●〈埼玉県産〉
きゅうり（2本）

お1人様4本・先着800本限り

●〈茨城県産〉
はくさい（1/4カット）

お1人様2点・先着200点限り

先着150点限り

●〈長野県産〉
えのき茸（1袋）

お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着200点限り お1人様2点・先着100点限り

〈長崎県産〉
味まるみかん
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

国産豚
ロース肉各種
（100g当り）・・・・・・・168円+税

【デリカ味彩】
ミニ豚ロース串カツ
（10本入・1袋）・・・278円+税

【デリカ味彩】
広島県産カキフライ
（7個入・1パック）380円+税

JA全農たまご
深谷育ちのたまご
増量パック（12個入・
1パック）・・・・・・・・・・・・198円+税

国産豚
もも切り落し肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・98円+税

【魚力】〈ロシア産〉
塩かずのこ
（300g・1パック）990円+税

キユーピー マヨネーズ
（350g）・ハーフ（300g）
（各1本）・・・・・・・・各178円+税

98円+税
均一

98円+税
均一

年末必需品ベストセレクション ◆地階＝食料品◆12月4日（水）～8日（日）

【職人のからあげ華鳥】中津からあげ
お得パック（350g）・・・・・・・・・1,204円+税

※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。

◆12月4日（水）～１0日（火）
◆地階＝特設会場

実演

●12月25日（水）まで
●各階にて開催クリスマスフェア

〈エニィファム〉クリスマスフェア

〈ミキハウス〉
クリスマスおもちゃ＆絵本フェア

仕掛け絵本＆ギフトコレクション

　クリスマスオリジナル
手づくりキャンドルを作ろう

13,000円+税

〈Zukin〉
ベレー帽（毛100％・
スワロフスキー）

24,000円+税

ストール
（カシミヤ100％）

スワロフスキーの輝きがアクセントのベレー帽と
ソフトな肌触りのカシミヤストール。どちらも
クリスマスのギフトに
ぴったりです。

クリスマスギフトお買上げの
お客様には無料ラッピングを
いたします。 クリスマスギフトにピッタリな絵本やぬいぐるみを取り揃えました。

クリスマスオリジナルのキャンドルを手づくりして
みませんか。

【2階＝シーズングッズ】

【１階＝エニィファム】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円+税

〈プレリー〉
紳士カジュアル
ベルト
（イタリアンレザー）

トレンドの
起毛レザーを
使用した、
プレゼントに最適な
ベルトです。

【4階＝紳士雑貨】 ・・・・・・・・・・・・・5,800円+税

・・・・・・4,200円+税
〈くもん〉
くみくみスロープ（３歳から）

1,900円+税
クリスマスの宝さがし
（仕掛け絵本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税
あそんで！テディベア

〈パイロット〉メルちゃん ヘアアレンジ 
メルちゃん 【4階＝玩具】 【4階＝ミキハウス】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各38,000円+税

〈エコドライブ〉
電波時計ペアモデル
（サファイヤガラス／５気圧防水／電池交換・

時間合せ不要）

薄型のシンプルな
デザインの
見やすいモデル。
ギフトに
おすすめです。

【2階＝時計】

青 果

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

◆ 地階＝特設コーナーご予約承ります。

※一部の商品は12月21日（土）～25日（水）にお渡しが可能です。※お品代は　
　ご予約の際、または12月14日（土）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（土）まで
12月23日（月）・24日（火）〈各日午前11時から〉

ご予約受付
お渡し

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ご予約割引
友の会会員様、スターカード・まるひろMクラブカード（クレジット付）
会員様は、

ご予約受付
お渡し

12月22日（日）まで
12月31日（火）〈午前11時から午後5時〉

12月22日（日）まで 5%OFF

まるひろオンラインショッピング
検索 https://www.shop-maruhiro.jpまるひろオンラインショップにてご予約承り開始いたします。

・・・・・・・・・5,371円+税

〈モンサンクレール〉
クールドショコラ
（約14×12×高さ4cm）

・・・・・・・・・・・・・20,000円+税

【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）

         「全国送料無料」商品（常温品のみ）は店頭にて
お持ち帰りで購入されますと10%OFF

お持ち帰り割引

※店頭にない場合はお取り寄せとなります。※他の割引サービスとの併用は出来ません。

Kobaton

 2019 まるひろのお歳暮
彩の国から冬の贈り物

お歳暮ギフトセンター
好評開設中！

◆12月21日（土）まで〈最終日は午後5時閉場〉◆6階催場

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店「まるひろ」で。

※ご配送での承りは12月18日（水）まで

◆１２月２５日（水）まで

１２月７日（土）・８日（日）
２日間限り

予告

予告

予告

キッズ商品をお買上げのお客様
に「ボディシール」を差しあげます。

※写真はイメージです。

◆１２月１１日（水）～25日（水）

◆１２月１０日（火）まで〈最終日は午後5時終了〉
◆１２月７日（土）・８日（日）
各日①午前１１時～午後１２時３０分／
　　②午後１時３０分～午後４時

◆参加費：
2,000円+税から
（材料費込み）

◆所要時間：
約30分間

期間中、絵本または
おもちゃを含む
8,000円＋税以上
お買上げのお客様に、
素敵なノベルティが
当たる抽選会に
ご参加いただけます。

2階＝エンジョイスペース
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