
店舗＆従業員の取り組みお客様へのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとお願い

お客様同士、適度な距離を
保ってのお買物のお願い 

少人数でのご来店入店時の手指の消毒お客様へマスク着用の
お願い

マスク着用と
検温を実施します

定期的な換気と
消毒を行います

いつもより距離をとって
ご対応します

現金・カードはトレーにのせて
お預かり、お渡しいたします

混雑時には3つの密回避
のため、入場制限を実施

●上尾店 10月店休日のご案内 　　　10月6日（水）新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や臨時休業をする場合がございます。

上尾店 9/22 水

2021

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

❖9月26日（日）まで

※写真は一例です。

秋の逸品会

ⒸHoripro/Seiji Fujishiro2020

光と影の作家藤城清治。
97歳となった現在も精力的に
作品を制作しています。

影絵ならではの光のコントラストや
色彩の美しい版画作品をご紹介いたします。

クラシック家具など希少な
美術工芸品をご紹介いたします。

山葡萄の頑丈なつるのバッグは
使えば使うほど艶やかに美しさを

増していきます。

柔らかな靴底が浜辺を裸足で歩く
感覚を再現し、着地衝撃を分散
させて足裏に優しい履き心地。
足裏、足指を元気にするエバーメイト。

期間限定販売会

特別販売会

クラシック家具販売会

期間限定販売会
〈ハッタカム〉染物

〈フォンテーヌ〉フェア 〈ダコタ〉フェア

〈ハッタカム〉はラオス語で手芸・
クラフトの意味です。ラオスで編まれた
多種多様な染物をご紹介いたします。

究極の眠りへと導くマットレス。
高級ホテルの寝心地をご自宅で。「よも山」「旅まくら」「志なの路」の

三つの味わい。
たっぷりのこしあんを包んだ、

小ぶりで食べやすい個包装の焼き菓子。

※その他セミダブル、ダブルベッドもお取扱いしております。 ※一部除外品がございます。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

ほど良いシボ感が
特徴のイタリアン
レザーを使用した
シリーズ。
少しクラシカルな
雰囲気で
経年変化も
楽しめます。

格調高く贅を尽くした
名品をご紹介いたします。

❖９月２２日（水）～２７日（月） ６階催場
　  〈最終日は午後4時閉場〉

❖９月２２日（水）～２８日（火） ２階

　　　　　　 期間中、６階催場にて
税込33,000円以上お買上げのお客様
に粗品を差しあげます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

版  画 クラシック家具 山葡萄バッグ 〈エバーメイト〉

〈両口屋是清〉 〈ハッタカム〉 〈シモンズベッド〉 ウィッグ ハンドバッグ

６階催場 ６階催場 ６階催場 ６階催場

６階催場 ６階催場 ６階催場 ２階 ２階

藤城清治「大きな祈り」 
キャンバスジグレー版画（W81×H81×D5cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格500,000円

（税込550,000円）

囲炉裏セット
（Ｗ150×Ｄ90×Ｈ70ｃｍ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800,000円

（税込880,000円）

山葡萄バッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格150,000円

（税込165,000円）

Foot Fit
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格36,800円

（税込40,480円）

銘菓詰合せ
（1箱）

本体価格

1,000円
（税込1,080円）

シングルベッド
（W98×L204×H85ｃｍ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格109,091円

（税込120,000円）

エプロン
・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格5,500円

（税込6,050円）

マッジョーレ
シリーズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格33,000円

（税込36,300円）

Present

3階に婦人服・リビング・子供服売場リニューアルOPENしました！

6階＝ギフトプラザ

心地よくお休み
いただくための
正しい
まくら選びの
お手伝いを
いたします。

クム産の
ペルシャ絨毯や、
シルクの上質な
手触りを
大切にした
様々な商品を
取り揃えて
おります。

お出かけ着にも
通園、通学着にも
着こなせるアイテム。
チェックでお揃い
コーディネイトを
ご提案しています。

4階から6階へリニューアルオープンしました。
カタログギフトやお線香、フェイラーなど
ギフトに最適な商品を取り揃えております。

強度の違うガーゼの
三重構造は、空気を
たくさん含むので、
ふんわりとした快適な
状態を長く保ち、着る人
をこれまでにない
心地よさへと誘います。

ラグラン袖なので
肩もゆったりしています。
婦人ナイティ・エプロンを
多数取り揃えております。

マシュマロガーゼ®「やわらかガーゼ」
〈西川〉 〈ウチノ〉 〈ナイガイ〉

〈千代田ラグス〉 〈ミキハウス〉 〈ムージョンジョン〉

 懐かしい、
 でもなんだか新しい
”ロゴシリーズ”をはじめ、
この秋おすすめのウェアや
小物が揃いました。

期間限定販売会
簡単操作で誰でも手軽に。自宅で歩く
力をトレーニングする「Foot Fit」。

〈シックスパッド〉６階催場

特許取得済

限定150部

スターカード・
まるひろ

Mクラブカード

Present  期間中、お買上げ金額に合わせたノベルティをご用意して
 おります。一例として） 税込16,500円以上お買上げで「えほん」を一冊。
※プレゼントはなくなり次第終了となります。※詳しくは売場係員にお尋ねください。



※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。※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。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

セルフマートお買得セレクション ◆9月26日（日）まで ◆各店・各階＝食料品

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈青森県産他〉
サン津軽りんご（1個）

・・・・・・・・・本体価格128円
（税込139円）

〈北海道産〉
ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈山梨県産他〉
種なし巨峰
（1房）

・・・・・・・・・本体価格480円
（税込519円）

【東信水産】〈国内産〉
ちりめんじゃこ
（約80g・1パック）

・・・・・・・・・本体価格690円
（税込746円）

【魚力】〈アメリカ産他〉
辛子明太子
（生食用／250g）

・・・・・・・・・本体価格380円
（税込411円）

日本ハム 
シャウエッセン
（127gx2・1束）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉切り落し（モモ）
（100g当り）

本体価格 各798円
（税込 各862円）

サクラ印 
純粋はちみつポリ
（700g）・
加藤美蜂園
北海道てんさい
オリゴ黒（960g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各298円
（税込 各322円）

キユーピー 
アマニ油マヨネーズ（200g）・
ディフェ（210g）・
フィッテ（210g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各268円
（税込 各290円）

小岩井
マーガリン
醗酵バター入り・
ヘルシー芳醇
仕立て（各1個）

本体価格298円
（税込322円）

にんべん 
フレッシュ
パックソフト
（4.5g×8P）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各238円
（税込 各258円）

明治 
お徳用スライスチーズ・
とろけるスライスチーズ
（各12枚入）

本体価格648円
（税込700円）

紀文 
紀文の季節
（11種21品）

本体価格 各188円
（税込 各204円）

キッコーマン飲料 
調製豆乳・
無調整豆乳
（各1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

ハッピーポケット 
ハンターポテトチップス
（黒トリュフ風味・ジェノベーゼ／
各150g）

三祐 ジャムサンド（210g）・
ミヤト 鬼平糖（290g）・
ママ 厚切りバームクーヘン
（10個）

本体価格450円
（税込486円）

【デリカ味彩】
棒ヒレカツ
（1本）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

日清 
ピルクル400
（65㎖×10本）

食料品 まるひろ各店共同企画 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場

オープニングスペシャルサービス9/22水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈岩手県産他〉
きゅうり
（3本）
お1人様6本・各店先着2000本限り

●〈新潟県産〉
まいたけ
（1パック）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈長野県産他〉
えのき茸
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈新潟県産〉
エリンギ
（1パック）
お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様5個・各店先着1500個限り お1人様2点限り

・・・・・・・・本体価格38円（税込42円）

〈北海道産〉
かぼちゃ（100g当り）

本体価格198円（税込214円）

【東信水産】〈インド洋産他〉
めかじき切身（解凍／100ｇ当り）

本体価格490円（税込530円）

【魚力】〈ベトナム産他〉
むきえび（養殖・解凍／250g）

本体価格 各398円（税込 各430円）

ネスカフェ ゴールドブレンド・
こく深め・香り華やぐ（各80g）

本体価格128円（税込139円）

雪印 ナチュレ恵
（プレーン・脂肪0／各400g）

本体価格188円（税込204円）

【デリカ味彩】
真いかリング唐揚げ（100g当り）

本体価格315円（税込340円）

キムラヤ
完熟食パン（4枚・6枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚 うす切り・すき焼き用各種
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格108円（税込117円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉小間切れ（100g当り）

お1人様2点・各店先着100点限り

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

23祝
木 24金 25土 26日

お1人様2点・各店先着500点限り お1人様2点・各店先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈栃木県産他〉
なし
（3個）

・・・・・・・・・本体価格680円
（税込735円）

【東信水産】〈香川県産〉
オリーブハマチ切身
（養殖／2切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚 焼肉用
各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて ・・・・・・・・・本体価格480円

（税込519円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（バラ）
（100g当り）

・・・・・本体価格 各298円
（税込 各322円）

マルコメ 京懐石・
タニタ食堂の減塩
生みそ（各650g）

・・・・本体価格 各168円
（税込 各182円）

紀文 シャキッと
玉ねぎ天・野菜
てんぷら（各4枚入）

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着400点限り お1人様6個・各店先着1200個限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

・・・本体価格1,498円
（税込1,618円）

〈長野県産他〉
シャインマスカット
（1房）

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【東信寿司】
青魚セット
（1折）

・・・本体価格1,190円
（税込1,286円）

【魚力】刺身盛合せ
3点盛（中とろ入り）
（1舟）

本体価格 各350円
（税込 各378円）

鎌倉ハム 
熟成ロースハム・
熟成ももハム
（各75g）・
熟成ベーコン（90g）

本体価格1,000円
（税込1,080円）

【肉処せんや】
信州ハム 軽井沢
シリーズ（ロース・
ベーコン・ウインナー各種）

・・・・本体価格 各298円
（税込 各322円）

キッコ－マン
特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ（各1000㎖）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

丸善 
別鍋仕込みおでん
（1㎏）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・本体価格990円
（税込1,070円）

【魚力】
〈トルコ産他〉
本まぐろお造り
（養殖・解凍／1舟）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着500点限り

各店先着30折限り

お1人様1ケース（6点）限り

各店先着60点限り

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈北海道産他〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格798円
（税込862円）

〈ニュージーランド産〉
（ゼスプリ）グリーンキウイ
フルーツ（10個入・1パック）

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【東信水産】
貝刺身盛合せ
（1パック）

・・・本体価格990円
（税込1,070円）

【魚力海鮮寿司】
本まぐろの
贅沢握り
（10貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛肉・豚肉
ステーキ・ソテー用各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて ・・・・・・・・・本体価格980円

（税込1,059円）

【肉処せんや】
糸巻きバラ煮豚
（1個）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

サトウ 
切り餅パリッと
スリット（1㎏）

・・・・本体価格 各398円
（税込 各430円）

紀文 
肉まん・あんまん
（各3個入）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

12月14日（火）まで
12月24日（金）・25日（土）
〈午前11時～午後6時〉

クリスマスケーキの
電子カタログは
コチラ 

▲ ▲

おせちの
電子カタログは
コチラ

▲ ▲ ▲

※ご配送での承りは、12月18日（土）まで

ご予約
ご予約

12月22日（水）まで

12月31日（金）〈午前11時～午後5時〉お渡し

ご予約受付 ご予約受付

お渡し

◆各店・各階＝名店・特設コーナー

※一部の商品は、上記日以外のお渡しが可能です。

クリスマスケーキ・おせち ご予約承ります。

よりどり3個

本体価格500円
（税込540円）

・・・・・・・・・・・本体価格各258円
（税込各279円）

よりどり2個

10%OFF10/31●までのご予約で日早期割引

本体価格20,000円
（税込21,600円）

【まるひろ】
「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）

本体価格5,250円
（税込5,670円）

〈アカシエ〉
ラ・グラシウズ
（直径約15cm）

まるひろ
オリジナル 早期割引

早期ご予約で、通常ポイントに＋2ポイント、友の会&スターカード
「W持ち」会員様にはさらに＋2ポイントお付けします！ ※後日の進呈となります。

まるひろオンラインショップにてご予約承ります。

▲
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