




※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

・・・・本体価格98円（税込106円）

〈フィリピン産他〉
バナナ（1袋）

・・・・・・・・・・・・・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498円
（税込538円）

〈福岡県産〉
富有柿
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格880円
（税込951円）

【東信水産】
海鮮鍋セット
（約2人前・1パック）

・・・本体価格1,390円
（税込1,502円）

【魚力】〈長崎県産他〉
国産生本まぐろづくし
（養殖／1舟）

プリマハム 
新鮮使い切り
ロースハム3連
（120g）・ハーフ
ベーコン3連
（111g）

・・・・・・・・・・・・・本体価格99円
（税込107円）

本体価格 各248円
（税込 各268円）

【肉処せんや】
〈国内産〉豚挽肉
（100g当り）

・・・本体価格 各98円
（税込 各106円）

マルちゃん 
赤いきつね
うどん（96ｇ）・
緑のたぬき
天そば（101ｇ）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

西武酪農 
酪農3.6牛乳
（1ℓ・1本）

11/24水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈埼玉県産〉
きゅうり
（2本）
お1人様4本・各店先着600本限り

●〈茨城県産他〉
ピーマン
（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200点限り

●〈長野県産〉
えのき茸
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

お1人様2点・各店先着200点限り

本体価格158円（税込171円）

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸（1パック）

本体価格498円（税込538円）

【東信水産】〈太平洋産他〉
めばちまぐろ切落し
（約100ｇ・1パック）

本体価格198円（税込214円）

【魚力】〈静岡県産・太平洋海域他〉
かつおたたき
（生食用・解凍／100g当り）

本体価格128円（税込139円）

雪印メグミルク ナチュレ恵
（プレーン・脂肪0／各400g）

本体価格398円（税込430円）

味の素 Jオイル
ユーロリーブライト（910g）

本体価格280円（税込303円）

【デリカ味彩】
しいたけ海老入りフライ（5個入）

本体価格148円（税込160円）

ヤマザキ
超芳醇食パン（各1袋）

・・・・本体価格98円（税込106円）

国産若鶏もも肉
（100g当り）

本体価格118円（税込128円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚鍋物用切り落し（モモ）（100g当り）

お1人様2点・各店先着200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。

25木 26金 27土 28日

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格68円
（税込74円）

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈山梨県産他〉
あんぽ柿
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格680円
（税込735円）

【東信寿司】
本まぐろ鉄火丼
（1折）

・・・・・・・・・本体価格238円
（税込258円）

〈群馬県産〉
やまと豚肩ロース肉
切り落し（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格368円
（税込398円）

【肉処せんや】
〈国内産〉牛肉
小間切れ（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格258円
（税込279円）

ミツカン 
味ぽん
（600ｇ）

本体価格 各258円
（税込 各279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）

※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100点限り

各店先着30折限り

お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈埼玉県産他〉
長ねぎ
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈青森県産他〉
サンふじ
（1袋）

本体価格1,680円
（税込1,815円）

【東信水産】
〈三重県産他〉
本まぐろ食べ比べ
刺身3点盛合せ
（養殖／各3切・1パック）

・・・本体価格1,390円
（税込1,502円）

【魚力】刺身盛合せ
（中とろ入り）
（4点盛・1舟）

・・2割引

〈岩手県産〉
南部どりもも肉・
むね肉各種
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】〈国内産〉
牛肉すき焼き用
（ロース）（100g当り）

本体価格 各1,980円
（税込 各2,139円）

堀商店 
新潟県岩船産
コシヒカリ・
特別栽培米
新潟県産コシヒカリ
（各5㎏）

・・・・・・・・・本体価格578円
（税込625円）

紀文 
紀文の季節
（11種21品）

※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398円
（税込430円）

【魚力】〈宮城県産他〉
生食用かき
（100g・1パック）

※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

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈熊本県産他〉
ミニトマト
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈愛媛県産〉
（糖度センサー選別）
ノーワックスみかん（1袋）

本体価格1,500円
（税込1,620円）

【東信寿司】
本まぐろ中とろ入
握り寿司セット
（10貫・1折）

・・本体価格1,090円
（税込1,178円）

【魚力海鮮寿司】
握り寿司「雅」
（10貫・1折）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈国内産〉
黒毛和牛小間切肉
（100g当り）

・・・・・本体価格168円
（税込182円）

【肉処せんや】
〈大分県産〉豊後
どりモモ肉（100g当り）

11/28日は
いいにわとりの日

・・・・本体価格398円
（税込430円）

ハウス 
プロクオリティ
ビーフカレー
（まろやかブレンド・

中辛／各4袋）

・・・・本体価格 各358円
（税込 各387円）

江崎グリコ 
アーモンド効果・
砂糖不使用
（各1000㎖）

※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。

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。

※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100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

※上尾店は25日（木）の販売になります。

食料品 まるひろ各店共同企画 ●飯能店・入間店・東松山店・坂戸店は24日（水）より  ●上尾店は25日（木）より   各店食料品売場

衝撃のプライス！！
ブラック
フライデー

12月14日（火）まで

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

※対象商品に限ります。

ご予約

ご予約

12月22日（水）まで

ご予約受付

ご予約受付

◆各店・各階＝名店・特設コーナー

クリスマスケーキ・おせち
ご予約承ります。

5%OFF11/30●までのご予約で火早期割引

◆12月20日（月）まで
◆各店・各階＝催場・特設会場

2021 まるひろのお歳暮

お歳暮
ギフトセンター
好評開設中！・・・・・・・・・・・・ 本体価格96円（税込104円）

● 〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格960円（税込1,037円）
● 〈チリ産他〉銀鮭切身（ふり塩）
（養殖・解凍／6切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格96円（税込104円）
● 大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口・中辛／各180g）

・・・・・・・・・・・・本体価格96円（税込104円）● ペヤング ソースやきそば（120g）

・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格96円（税込104円）
● ＪＡ全農たまご たまご
（Ｌサイズ／6個入）

・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格96円（税込104円）
● 明治 ブルガリアヨーグルトＬＢ81プレーンplus（はちみつ・アロエ・
いちご／各70ｇ×2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格96円（税込104円）

● 明治 パック飲料（コーヒー・いちご・フルーツ・アップルビネガー・
グレープビネガー・オリゴスマートカフェオレ・オリゴスマートココア／

各1本）

● 【デリカ味彩】まるひろオリジナルメンチカツ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格96円（税込104円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格96円（税込104円）
● 【デリカ味彩】柿安監修 牛しぐれ煮おにぎり
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各96円（税込 各104円）
● グリコ ポッキーチョコレート・ポッキー極細
（各2袋入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格96円（税込104円）
● カルビー じゃがりこサラダLサイズ
（72ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各96円（税込 各104円）
● 三幸製菓 塩揚おかき（88g）・じゃこ気分（24枚）・
わさ兵衛（80ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格960円（税込1,037円）
● 〈スペイン産他〉本まぐろ中とろ刺身用柵
（解凍／100ｇ当り）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格96円（税込104円）お1人様6点・各店先着900点限り

本体価格96円（税込104円）お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格96円（税込104円）お1人様5個・各店先着300個限り

● 〈北海道産〉玉ねぎ
（3個）

● 〈青森県産〉にんにく
（Sサイズ／1個）

● 〈ニュージーランド産〉（ゼスプリ）グリーンキウイフルーツ
（1個）

各店先着50点限り

各店先着100点限り各店先着180点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格960円（税込1,037円）
● 〈国内産〉黒毛和牛肩ロースすき焼き用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         本体価格960円（税込1,037円）
● 信州ハム 軽井沢シリーズ

よりどり3個

11/26金限り 各店・各階食料品
予告

各店先着30折限り

※なくなり次第終了となります。

お客様へのお願い

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

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。

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

アプリの無料
ダウンロードは
こちらから

ダウンロードすると今すぐ使えるクーポンがもらえる！
まるひろ公式「アプリ」会員募集中！ 登録

無料

-iPhone- -Android-
で検索まるひろアプリストア

11/24水

2021

入間店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒358-0003 入間市豊岡1-6-12 04（2963）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時30分

衝撃プライスの1週間！！ ブラック
フライデー

◆11月30日（火）まで
◆各階にて開催！！

2足組

クルーソッ
クス各種

（22～2
4cm）

100点限り

本体価格
500円

（税込55
0円）

【1階＝婦
人靴下】

〈日本橋 
木屋〉

ラグビー キ
ッチンはさみ

（全長18.2c
m／ブレード:

ステンレス刃
物鋼・

ハンドル:ポリ
プロピレン樹

脂／日本製）

10点限り

本体価格
1,000円

（税込1,1
00円）

【3階＝家庭
用品】

婦人

カジュアル
ブーツ各種

10点限り

本体価格
2,000円

（税込2,2
00円）

【1階＝婦
人靴】

今年最大級のお買得な5日間

地階＝食料品 日替りお買得

◆11月27日（土）まで
◆地階＝名店※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

11/26
金
限り

27土
限り

28日
限り

【肉処せんや】やわらか糸巻煮豚（１本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

本体価格960円（税込1,037円）

【たごさく】赤飯
（200ｇ入・１パック）・・・・・・本体価格416円（税込450円）

サイボク ゴールデンポークもも切り落し
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格200円（税込216円）

【とよみつ】人気の焼き鳥詰合せ 
バラエティーセット（10本入）
・・・・・・・・・・・・・・

本体価格1,600円（税込1,728円）

チョコバナナタルト～ダマンド～
（20ｃｍ・1ホール）本体価格960円（税込1,037円）

FLOのこだわり焼きプリン4個
（1セット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本体価格960円（税込1,037円）

チョコシフォンケーキ
（12ｃｍ・1ホール）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本体価格960円（税込1,037円）
ナッツのタルトレットシリーズ各種（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本体価格96円（税込104円）

【キーコーヒー】
人気ＮＯ．１トアルコトラジャ・・・・・・・・・・20%増量

【たごさく】五目おこわ
（200ｇ入・１パック）・・・・・・本体価格416円（税込450円）

サイボク ポークウインナー
（216ｇ入・1パック）・・・・・・本体価格627円（税込678円）

アサヒ スーパードライ（350㎖×6缶パック）
・・・・・・・・・・・・・・

本体価格1,118円（税込1,230円）

ハーゲンダッツ
店頭表示価格（税抜）よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引

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

本体価格96円（税込104円）
【北京飯店】五目炒飯・煮玉子（各1パック）
・・・・・・・・・・・・・・

本体価格各300円（税込各324円）

〈長野県産〉シャインマスカット（1房）
・・・・・・・・・・

本体価格1,296円（税込1,400円）

【東信水産】
●〈国内産〉ちりめんじゃこ（80ｇ）
●〈太平洋産〉まぐろ切り落し（140ｇ）
●明太子切り落し（150ｇ入）

本体価格500円（税込540円）均一

婦人

ルームパン
ツ各種

40点限り

本体価格
1,000円

（税込1,1
00円）

【2階＝婦
人肌着】

紳士

ルームパン
ツ各種

50点限り

本体価格
1,000円

（税込1,1
00円）

【3階＝紳
士肌着】

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

〈西川〉

軽量まち付
き敷ふとん

（100×2
10cm）

5点限り

本体価格
8,000円

（税込8,8
00円）

【3階＝寝
具】

アーモンドクリームのタルト生地にバナナとクルミを
入れて焼き上げ、チョコレートソースをかけて
仕上げました。

バニラの香り豊かなプリンです。
カラメルソースとの相性をお楽しみください。

カスタードクリームを入れたショコラシフォンに
チョコ生クリームを絞ったシフォンケーキです。

アーモンドキャラメル、プレーン、アーモンドショコラ、
はちみつオレンジ、ミルクチョコ、ホワイトチョコが
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。

※鑑別書付

・・・・・・・・・・・・ ・ 本体価格33,636円
（税込37,000円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      本体価格50,000円
（税込55,000円）

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            本体価格5,000円
（税込5,500円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   本体価格10,000円
（税込10,800円）・・・・・・・・・・・・・ 本体価格8,000円

（税込8,640円）

・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込10,800円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格10,000円
（税込10,800円）

・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込10,800円）

・・・・・・・・・・                       本体価格10,000円
（税込11,000円）

・・・・・・・・・・                       本体価格10,000円
（税込11,000円）・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格5,000円

（税込5,500円）

・・・・・・・・・・・ 本体価格15,000円
（税込16,500円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格200,000円
（税込220,000円）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格200,000円

（税込220,000円）

・・・・・・・・・・・ 本体価格20,000円
（税込22,000円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    本体価格4,091円
（税込4,500円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   本体価格30,000円
（税込33,000円）

本体価格50,000円
（税込55,000円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    本体価格3,000円
（税込3,300円）

・・・・・・・・・・・・・ 本体価格80,000円
（税込88,000円）

・・・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込10,800円）

・・・・・・・・・ 本体価格100,000円
（税込110,000円）

・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格7,000円
（税込7,700円）

川越店・飯能店・入間店・東松山店・上尾店・坂戸店
まるひろ各店共同企画

川越店・飯能店・入間店・東松山店・上尾店・坂戸店
まるひろ各店共同企画

本年はオンラインショップでの販売となります。
11/26金午前9時59分の時点で完売していない商品は

フリーダイヤルでのご注文も承ります。

【お申込み期間】 【お申込み方法】

【お渡し期間】 【お支払い方法】【商品のお引渡しについて】

11/25木 正午12時～12/7火 23時59分まで

※ポイントサービスの対象外となりますのでご了承くださいませ。 
※ご注文が予定数量に達し次第受付終了となります。

※25～39の食料品福袋は
　12/31金のお渡しとなります。
※❼と17は別日程での
　お渡しとなります。

オンラインショッピングの「店頭受け取り履歴の確認」から、お受け取り
バーコードをご提示ください。TEL予約のお客様は12月12日（日）～
16日（木）の期間にお引替え券を郵送させていただきます。

1 2
全店計各サイズ10点限り

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

本体価格10,000円
（税込11,000円）

サイズの選べるコーディネート福袋

●ダウンコート ●ジャケット
●インナー×3　　（サイズ：M・L・LL）
※カラーが異なる場合がございます。

●ダウンコート ●ジャケット
●インナー×3　　（サイズ：M・L・LL）
※カラーが異なる場合がございます。

全店計 7号7点・9号6点・
11号3点・13号3点 限り 

本体価格20,000円
（税込22,000円）

買い替え応援フォーマルコーディネート福袋

●コート
●アンサンブル
●ハンカチ×2
（サイズ：7号・9号・11号・13号）
※コートはⒶⒷどちらか1点入ります。

●コート
●アンサンブル
●ハンカチ×2
（サイズ：7号・9号・11号・13号）
※コートはⒶⒷどちらか1点入ります。

全店計各サイズ10点限り

おうちでフィットネススタート福袋

●カットアンドソーン ●カップ付きインナー ●サルエルパンツ
●ヨガマット　　　　　  （サイズ：M・L・LL）
※カラーが異なる場合がございます。

全店計各サイズ30点限り 本体価格5,000円
（税込5,500円）

あったか婦人ナイティ福袋

●ベスト ●パジャマ（上下組） ●ルームパンツ
（サイズ：M・L） 計3点入 計3点入 計3点入

計4点入

計4点入計4点入計5点入 計5点入

計1点入 計1点入 計2点入 計3点入計2点入計2点入計3点入 計2点入

計2点入 計2点入 計11点入 計3点入計1点入計1点入計4点入 計1点入

・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込11,000円）

〈ミズノ〉メンズトレーニングウエア福袋

●ジャケット
●パンツ
（サイズ：
　M・L・XL）
●シューズ
（サイズ：
　25.0～
　27.5cm）
※カラー、デザインが
異なる場合がございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格5,000円
（税込5,500円）

紳士ナイティ福袋

●ベスト ●パジャマ（上下組） ●ルームパンツ
（サイズ：M・L・LL）
※カラー、デザインが異なる場合がございます。

全店計30点限り
紳士オーダー福袋

●イージーオーダースーツ
●オーダーワイシャツ（2点）
●ポケットチーフ
※スーツとワイシャツの生地を選べます。
※お渡しは採寸後6週間後以降となります。 
※川越店にて採寸いたします。後日承り日時をご連絡いたします。
※オプション追加をご希望のお客様は別途料金を
　頂戴いたします。

全店計20点限り

シルク雑貨福袋

●手袋 ●アームカバー ●マスク
●ウエストウォーマー（絹90%・ポリウレタン10%）
●ネックホルダー　　　　　　 ※写真は一例です。

オーストリッチ3点セット福袋

●ショルダーバッグ
●バッグ ●ミニ財布
※一部牛革を使用しております。

全店計20点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   本体価格70,000円
（税込77,000円）

全店計10点限り全店計10点限り

〈PEAQ〉本真珠ネックレス＋イヤリングセット福袋

●ネックレス
（7.0～7.5mm珠・SV金具／約42cm）
●イヤリング（7.0mm珠・SV金具） 

〈PEAQ〉本真珠ネックレス＋イヤリングセット福袋

●ネックレス
（8.0～8.5mm珠・SV金具／約42cm）
●イヤリング（8.0mm珠・SV金具） 

全店計7点限り

〈WISP〉プラチナダンシングダイヤネックレス福袋

●ダイヤモンド
（センター0.05ct・脇石0.04ct／長さ40cm）

全店計5点限り

SV黒蝶パールネックレス福袋

●ネックレス
（8.0～10.0mm珠／
42cm） 

全店計3点限り

SV／K14WGアコヤパール
ネックレス・イヤリングセット福袋

●ネックレス
（7.5～8.0mm珠／42cm）
●イヤリング
（7.5～
8.0mm珠）

全店計30点限り

アクアビーズ「鬼滅の刃」全集中！ DXトランク福袋

●スタービーズを含むビーズ（47種・4500個入）
●フリップビーズトレイ ●きりふき

全店計20点限り

〈千代田絨毯〉ベルギーカーペット&マットセット福袋

●カーペット
（約200×250cm／
レーヨン70%・
綿30%） 
●マット
（約50×80cm／
レーヨン60%・
綿40%）

全店計10点限り
全店計10点限り

〈シモンズ〉シングルベッド・
〈昭和西川〉羽毛掛布団ペアセット福袋

※川越店は別館2階＝シモンズベッド販売会会場にて商品展示しております。
※配送開梱設置、組み立て料金別途14,300円（税込）。
※配送は2022年2月中旬以降の配達の承りとなります。

●シモンズベッド×2
（ダブルクッション、
マットレス6.5インチポケットコイル／W98×L201cm）
●昭和西川：羽毛ふとん×2（150×210cm／1.2kg）
※布団の柄はイメージです。 ※羽毛ふとんの色はお選びいただけません。

〈西川〉GORE®羽毛掛けふとん福袋

●羽毛掛けふとん（ハンガリー産マザーホワイト
グース95%、側生地：リヨセル100%、キルテイング：
襟元フィットキルト・重量1.2kg／150×210cm）
※色はお選び出来ません。

全店計40点限り

〈西川〉カシミヤ毛布福袋

●カシミヤ毛布
（ヨコ糸（毛羽部分）：
カシミヤ100%、
タテ糸：綿100%／
140×200cm）

全店計50点限り

〈マイヤー〉ステンレス製
IH対応フライパンセット福袋

●IH対応フライパン（20cm・26cm 各1）

全店計50点限り・・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込11,000円）

〈西川〉アクリル毛布セット福袋

●アクリル毛布
（アクリル100%／
シングルサイズ：140×200cm×2）

全店計10点限り

〈香蘭社〉福袋

●フリーカップ×2 ●深鉢 ●湯吞×5
●カレー皿×2 ●マグカップ

全店計15点限り

〈ビタクラフト〉ライト 両手鍋セット福袋

●両手鍋21cmプレミアムレッド
（深さ11.7cm・
容量3.5ℓ）
●フライパン20cm
プレミアムレッド
（深さ4.7cm）
●ホットマットブラック

全店計10点（各色5点）限り 本体価格18,000円
（税込19,800円）

〈西川〉点で支える健康敷きふとん福袋

●敷きふとん
（中芯：
ウレタンフォーム／
8×97×195cm）

全店計80点限り・・・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込10,800円）

紅ずわいかに金線
缶詰福袋

●紅ずわいかに金線（100g×12缶）

全店計80点限り

紅ずわいかに金線缶詰・
ほたて貝柱缶詰福袋

●紅ずわいかに金線（100g×6缶）
●ほたて貝柱水煮ホール（固計量85g×6缶）

全店計200点限り

天然本まぐろ福袋

●大トロ2柵（計200g） ●中トロ2串（計200g）
●赤身2柵（計200g） ※賞味期限：冷凍15日 ※写真はイメージです。

全店計150点限り・・・・・・・・・・・・ 本体価格5,000円
（税込5,400円）

魚卵福袋

●いくら醤油漬（約90g）
●明太子（約260g）
●味付け数の子（約150g）
●味付け子持ち昆布（約100g）
※賞味期限：冷凍30日
※写真はイメージです。

全店計150点限り・・・・・・・・・・ 本体価格15,000円
（税込16,200円）

かに三昧福袋

●ボイルたらばがに脚（約800g） ●ずわいがに姿（約450g）
●毛がに姿（約450g） ※賞味期限：冷凍60日 ※写真はイメージです。

全店計100点限り・・・・・・・・・・・・・ 本体価格8,000円
（税込8,640円）

とらふく刺身福袋

●とらふぐ刺身（100g）
●とらふぐ皮（40g）
●ふぐポン酢（100㎖）
●もみじおろし（10g×4）
※賞味期限：冷凍90日

全店計250点限り

国産うなぎ長焼き福袋

●〈静岡県産〉うなぎ（120g×5尾） ●たれ・山椒付
※賞味期限：冷凍30日  ※写真はイメージです。

全店計100点限り

寿司・刺身福袋

●寿司（30貫）
●刺身盛合せ
（8点盛）

全店計500点限り・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込10,800円）

〈国内産〉
黒毛和牛肩ロースすき焼き用福袋

●〈国内産〉
黒毛和牛肩ロース
すき焼き用
（1セット1200g
（300g×４））
※賞味期限：
　冷凍60日
※写真はイメージです。

●〈国内産〉
黒毛和牛
ももしゃぶしゃぶ用
（1セット800g（400g×2））
※賞味期限：
　冷凍60日
※写真はイメージです。

全店計100点限り

〈国内産〉
黒毛和牛ももしゃぶしゃぶ用福袋 全店計150点限り

年越し・迎春おまかせ福袋

●〈京都野村〉
「初夢」和風三段重
（約15×15×5.5cm
×3段）
※消費期限：
　1月1日（土・祝）

●〈大久保西の茶屋〉
本生そば（2人前／300g）・
そばつゆ（2人前／250㎖）
※消費期限：1月2日（日）
●〈赤羽商店〉焼江戸前のり（板のり7枚）
●〈紋蔵庵〉切餅（6個入）

全店計150点限り  ・・・・・・・・・・・ 本体価格10,000円
（税込11,000円）

全店計80点限り

トリプル・ダブル金賞入 フランス・
ボルドー金賞受賞赤ワイン6本福袋

●ボルドー赤ワイン（750㎖×6本）

トリプル・ダブル金賞入 フランス・
ボルドー金賞受賞赤白ワイン12本福袋 38

 ・・・・・・・・・ 本体価格16,000円
（税込17,600円）

全店計50点限り

サントリー（山崎+響）2本セット福袋 39

 ・・・・・・・・ 本体価格18,000円
（税込19,800円）

全店計50点限り

イチローズモルト（DD・MWR・WWR）
3本セット福袋

●ボルドー赤ワイン（750㎖×8本）
●ボルドー白ワイン（750㎖×4本）

●山崎リミテッドエディション（700㎖×1本）
●響ブロッサムハーモニー（700㎖×1本）

●ダブルディスティラリーズ・ミズナラウッドリザーブ・
ワインウッドリザーブ（各700㎖×1本 計3本）

全店計60点限り 全店計20点限り

年内予約福袋年内予約福袋

※消費期限：当日お召し上がりください。

※川越店は別館2階＝
大絨毯フェア会場にて
商品展示しております。

®0120‐14‐2951

11/26金 10時～12/7火 17時まで

12/23木～29水

※TEL予約は11/26金午前9時59分
　の時点で完売していない商品が対象
　となります。

※11/26金 10時より
　左記の専用ダイヤルにて承ります。

●38・39の商品はまるひろオンラインショップマイページでスターカード・友の会カードの
ご登録をいただいたお客様のみ抽選にご応募いただけます。
●友の会カードは事前に友の会カウンターでの暗証番号登録が必要になります。
●抽選の結果は12月15日（水）～20日（月）までに当選したお客様のみメールにてご案内
いたします。

●お1人様1点限りの為、抽選受付もお1人様1回のみ有効とさせていただきます。

ご購入にはオンライン会員登録が必要となります

■午前10時～午後5時 ※日曜日を除く

TEL

TEL

WEB

TEL

WEB

WEB
優先予約

1 ~ 37

クレジットカード

クレジットカード

友の会カード

https：//www.shop-maruhiro.jp
オンラインショップはこちらから まるひろオンラインショッピング 検索

ⒷⒶ

※こちらの商品はまるひろオンラインショップでスター
　カード・友の会カードのご登録をいただいたお客様のみ
　抽選にご応募いただけます。
※抽選の結果は12月15日（水）～20日（月）までに当選
　したお客様のみメールにてご案内いたします。
※お1人様1回のみ有効とさせていただきます。

■11/29月 正午12時～
　12/7火 23時59分まで

「W持ち会員」様
限定福袋

https://www.shop-maruhiro.jp/
user_regist/

まるひろ会員登録 検索

QRコード 「まるひろ会員登録」
で検索

まるひろオンラインショップ新規会員登録方法

まるひろ公式｢アプリ｣会員募集中!登録無料
まるひろでのお買物がもっと身近に、便利に！
アプリの無料ダウンロードはこちらから

-iPhone-

-Android-
で検索まるひろ

アプリストア

または
38・39の商品はスターカード&友の会会員証の
2枚持ちの｢W持ち会員｣様限定オンライン
抽選販売となります。

11/29月 正午12時～
12/7火 23時59分まで

38・ 39
「W持ち会員」様
限定福袋

「W持ち会員」様
限定福袋

▲▲ ▲

●当日のお申込みをスムーズに行う為、事前にWEB会員登録をおすすめします。
●友の会カードのご利用は事前の登録が必要となります。▲ ▲ ▲

お申込み時にお支払い
となります。

スターカード＆
友の会会員証の2枚持ち W

持 ち

■ 商品のお引き渡し場所 ： 各店・各階

　  
■ 食料品は12/31金のお渡しとなります。
お渡し場所 ： 川越店・飯能店・入間店・上尾店 【催場】／

 東松山店・坂戸店 【食料品フロア】

　  

の抽選について38・ 39
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