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7/26 水坂戸店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒350-0229 坂戸市薬師町28-1 ☎049（288）0001（代表）
営業
時間

 1階 ＝午前10時～午後7時30分
2・3階 ＝午前10時～午後7時

●坂戸店 次回店休日のご案内 8月22日（火） ※東松山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」

◆1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

※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。

まるひろMクラブカードは、「100円（税抜）のお買物で1ポイント」上記期間中は「100円（税抜）のお買物で通常の1ポイントに、プラス2ポイント」

まるひろMクラブカード会員様

食料品
※ポイントは本体価格で計算させて
　いただきます。
※一部除外品もございます。
※他の割引ご優待との併用は
　できません。
※詳しくは係員におたずねください。 

ポイントフェア7/26□水 30□日

【デリカ味彩】春巻き（4本）280円

笛木醤油 金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本） 599円

キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ（各1ℓ・1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　各299円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚バラうす切り（100g当り）198円

【東信水産】〈インド産他〉
ホワイト海老（解凍／20尾）698円

〈岩手県産他〉きゅうり（2本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　99円

7/26水

先着800本限り

お1人様2点限り

お1人様1ケース（6本）限り

【デリカ味彩】海鮮焼売
（6個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10袋・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛もも焼肉用（100g当り）630円

【東信水産】〈北海道産〉無添加
真ほっけ開き（解凍／1枚）680円

〈群馬県赤城高原産〉（産地直送）
高原レタス（1個） 99円

27木

先着300点限り

【デリカ味彩】フライ・コロッケ
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各99円

ヤクルト ヤクルト10本パック
（65㎖×10本・1パック）・・・・・・・・・・・・378円

はごろも シーチキン
Lフレーク・マイルド
（各70g×4缶入・1パック）・・・・各399円

【肉処せんや】〈国内産〉
若どりムネ肉（100g当り）・・・・・・・68円

【東信寿司】海鮮丼
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　598円

　　　　〈千葉県産他〉
とうもろこし（1本） 99円
28金

先着300点限り

先着30点限り

【デリカ味彩】南部どり唐あげ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180円

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳（各1ℓ・1本）各179円

新潟県岩船産コシヒカリ
（5kg・1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円

【肉処せんや】〈国内産〉牛肩
ロースうす切り（100g当り）900円

【東信水産】〈台湾産他〉めばち
まぐろ切落し（解凍／1パック）580円

〈埼玉県川越市産〉（産地直送）
えだまめ（1袋） 250円各日先着100点限り

30 日29土 ●

全国各地の人気物産館から郷土グルメ、銘菓などを取り揃えました。

パティシエのリンゴスティック
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・775円

【あおもり正直村】
青い森の天然
青色りんごジャム
（95g）・・・・・・・・864円

【中村家】
三陸海宝漬
（冷凍／350g）
・・・・・・・・・・・・・3,601円

【松栄堂】
ごま摺り団子
（8個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【小浜食糧】
カステラ詰合せ
（5切入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

【彩雲堂】
若草
（3個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【桂月堂】
松江城最中
（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・173円

山菜にしん
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

しじみのみそ汁
（8食入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

出雲そば
（2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

蜂蜜ふらいせんべい
（130g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円

しじみ大粒
（140g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・515円

チェリー豆（150g）・・・・・・・・・・・・・378円

島原手延素麺
（50g×6束）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円
カステラ切り落とし
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円

きざみたかな漬（450g）・・・292円

　【リアス海藻店】
三陸わかめ
（200g）
・・・・・・・・・・・1,080円
　【伊達のいわし】
いわしハンバーグ
（8枚入）
・・・・・・・・・・・1,080円

せんや久助
（しょうゆ／200g入・1袋）・・・・・・378円

サバのオリーブオイル漬け
（170g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・389円

前沢牛らーめん（120g）・秋刀魚
らーめん（128g）（各1個）各270円

八戸せんべい汁
（4人前）・・・・・・・・・・594円

青森県

青森県

岩手県

岩手県 岩手県 岩手県

ご当地グルメ

いわて盛岡冷麺
（324g）・・・・・・・・・・・・378円

ご当地グルメ

ソフトスパゲティ
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・155円

ご当地グルメ

レトルトちゃんぽん
（330g・1人前）289円

ご当地グルメ

にほんばし島根館いわて銀河プラザあおもり北彩館 長崎県物産館島根県

島根県 島根県

長崎県

長崎県

各地自慢の美味もご一緒に 特別出店

◆7月26日（水）～31日（月）
〈最終日は午後4時閉場〉 
◆1階＝特設コーナー

※ポイントサービスの対象外となります。※写真は盛り付けの一例です。※数に限りがございます。
アンテナショップフェア

特別提供品

宮城県



049（288）0001（代表）
営業時間
1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

坂 戸 店

※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。

※セミダブル・ダブルもございます。
特殊立体構造で横向き、仰向け、どちらの寝姿勢でも、
身体にムリのない快適な寝心地を実現します。

参加売場参加ブランド

2階 婦人服 ※同一の売場内に限ります。

参加売場参加ブランド

オンシーズン ハンドバッグ・
婦人靴・婦人雑貨

　　　　婦人靴・ハンドバッグ・婦人帽子・
雨傘・パラソル・ストール・UV手袋・扇子
対象商品 参加売場

2階 服飾雑貨

2BUY
SALE

まとめて、オトク！

◆8月1日（火）まで
◆2・3階にて開催

◆7月28日（金）～30日（日）
◆各階にて開催

◆3階＝寝具

◆1階＝東信水産

◆7月26日（水）～8月1日（火）
◆2階＝婦人服

◆7月26日（水）～8月11日（金・祝）
◆2階＝スポーツ

◆7月28日（金）
◆2階＝化粧品

全館　夏の
最終処分

※対象商品に限ります。　
※まるひろMクラブカードのポイント対象外と
　なります。予めご了承くださいませ。

➡売場では、
このスタンド
が目印です。更に更に

10%
OFF!

対象商品

お買上げで
2点以上2点以上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
婦人トップス各種

【オンシーズン】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
婦人パンツ各種

【オンシーズン】

お好きな
2点で 4,860円
10%OFF!

・・・・・・・・・・・・3,240円
婦人靴・ハンドバッグ
各種
【ハンドバッグ・婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
婦人雑貨各種

【婦人雑貨】

お好きな
2点で 5,832円
10%OFF!

プラス

対象商品 参加売場

3階 リビング/靴下/子供服

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
タオルケット各種

【寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
キッチン用品各種

【インハウス】

お好きな
2点で 6,318円
10%OFF!

プラス

紳士カジュアル・
スポーツ・紳士雑貨

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

紳士カジュアル洋品
各種

【カジュアル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,316円
紳士トートバッグ各種

【紳士雑貨】

お好きな
2点で 10,401円
10%OFF!

プラス

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

百貨店でプレミアムな週末を。
7月28日（金）はプレミアムフライデー。
月末の金曜日の午後、自分スタイルでゆったり気分を楽しみませんか。

無料貸し出し実施中 ※詳しくは売場係員までお問合せください。

※写真は一例です。

健康敷きふとんで、ゆったり週末。

婦人ブラウスバーゲン 山の日キャンペーン

◆7月26日（水）～31日（月）
〈最終日は午後4時終了〉
◆3階＝特設コーナー

〈刃物のオグセン〉
研ぎ実演販売会

〈ちふれ化粧品〉
ポイントメイク
アドバイス会
開催

季節の魚、鱧で
美味しく滋養補給。

82,080円

〈東京西川〉
エアーSI マットレス
シングル（9×97×195cm）

・・・・・・・・650円
〈大分県産他〉
はも湯引き刺身用（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・4,320円ブラウス各種

すぐれた機能と寝心地の良い敷布団で、
プレミアムな週末を過ごしてみませんか？　

活きのいい鱧で
夏の鋭気を。
さっぱりした
味わいが魅力
です。専門のスタッフが最新の

メイクアップ方法や商品の
ご紹介をします。どうぞ、
お気軽にお越しください。

PRESENT
期間中、〈コロンビア〉の商品を税込10,000円
以上お買上げのお客様抽選で10名様に
50年以上のロングセ
ラーを誇る登山ハイ
キング地図の定番
「山と高原地図」を
差しあげます。

ご家庭の包丁の
研ぎ直し承ります。

※最終日の受付は
正午12時までと
させていただきます。

（1点）

1,080円から

※一部除外品がございます。

※一部除外品がございます。

リビング用品各種 食器・寝具・家庭用品・インテリア

例えば

例えば

例えば

例えば

プラス

2階 紳士服




