
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」●東松山店 次回店休日のご案内 8月23日（水） ※坂戸店は営業しております。

   ぜひご利用くださいませ。

7/26 水

2017

まるひろホームページは、こちらから➡
営業時間：午前10時～午後7時
http://www.maruhiro.co.jp

〒355-0016 東松山市材木町19-30 0493（23）1111（代表）

東松山店

常夏の島から、
南国のアイテム盛りだくさん！
ムード満点のフラショーも

開催します！

ハワイアンフェア
●7月26日（水）～31日（月）〈最終日は午後5時閉場〉 ●4階催場

フラショースケジュール

レアレア フラスタジオ小川カワラスポーツ カハラ

ヒイアオ カフラ
東松山教室

キンケイ フラスタジオ

アロハ フラ オルガ

モアニ ケアラ

フラ オハナ カプア イビ トモレ レイナニ 沼倉
フラスタジオ

フラ ハラウ オ ナニカリノ

リコ プアケア フラスタジオ

カウラナ カワシマ
フラスタジオ

クーポノ フラ クラブ

アカハイ マカナ フラ
原田サークル

7/28金 29土 30日
午前11時
から

正午12時
から

午後12時30分から
午後1時
から

午後2時
から

午後3時
から

午後4時
から

各195円

　〈ハワイアンホースト〉
マカデミアナッツ
チョコレートTIKI・
クランチバー（各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

③チュニックワンピース

4,536円⑥チュニック
・・・・・・2,970円⑤Ｔシャツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円
②前ひもワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,936円

〈ラニカイ ハワイ〉
①ドルマンチュニック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

〈ハウピア〉
④フリル付パウ

・・・・1,620円
〈ハウピア〉ククイナッツ
のネックレス各種
（ロングサイズ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,700円

〈ハウピア〉
カサブランカの髪飾り

ハーラウ ケアラニ
アロハ フラ

都合により中止となりました。
何卒、ご理解をお願いいたします。



※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。 

0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

◆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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

百貨店でプレミアムな週末を。

月末の金曜午後は、軽く飲んだり、お買物をしたり。
自分スタイルで、ゆったり気分を楽しみませんか。
◆7月28日（金）～30日（日） ◆各階にて開催

地階＝アンデルセン 地階＝北京飯店 5階＝丸善

豚肉・切り落し肉各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・2割引

〈千葉県産他〉
とうもろこし（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99円

【デリカ味彩】
棒ヒレカツ（1本）・・・・・・・・・480円

堀商店 糸魚川産
こしひかり（5kg）・・・1,880円

【東信寿司】本まぐろ入り握り
寿司セット（10貫入）1,500円

クールサマーブレッド
（大崎上島ブルーベリー使用／1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・713円

北京ダック（1皿）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,680円

騎士団長殺し（第1部）

劇場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

2BUY
SALE

お買上げで

対象商品

2点以上2点以上

まとめて、オトク！

※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
。

◆7月26日（水）～8月1日（火）
◆1・2階＝婦人服／3階＝紳士服

更に更に

10%
OFF!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
婦人ボトムス各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
婦人トップス各種

【2階＝
スタイリッシュガーデン】

お好きな
2点で 8,748円
10%OFF!

1・2階 婦人服  ※同一の売場内に限ります。

1階

2階

2階

参加ブランド 参加売場

※写真は一例です。

プラス

例えば

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円
紳士靴下各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円
ワイシャツ

【紳士服・靴下】

お好きな
2点で 4,374円
10%OFF!

3階 紳士服
参加ブランド 参加売場

※写真は
　一例です。

プラス

例えば

・・・・・・・・・・・・・・4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・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛肉・豚肉・
冷しゃぶ用肉各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

【東信水産】
〈日本船・太平洋産他〉
本まぐろ切り落し
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
キユーピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）・デルモンテ 
リコピンリッチ（485g）各179円

【デリカ味彩】フライ・
コロッケ各種（1個）・・・・・・・・99円

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

〈国内産〉若鶏ももから揚げ
用肉（100g当り）・・・・・・・・・・・・139円

7/26水 27木 28金 30日29土・

〈岩手県産他〉きゅうり（2本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99円
〈山梨県産〉もも
（2個入・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
【東信水産】〈鹿児島県産他〉
うなぎ長焼（1尾）・・・・1,980円

JA全農たまご 実りの
赤たまご（10個入）・・・・・・・199円

〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）高原レタス（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99円

【東信水産】
〈アメリカ・ロシア産他〉
たらこ・明太子
（切子／各100g当り）・・各298円
マルコメ 京懐石・タニタ食堂の
減塩生みそ（各650g）各299円

【デリカ味彩】12品目具材の
豆腐ハンバーグ（4個入）280円

明治 おいしい牛乳
（1000㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219円

フードリエ 
朝にパリッとウインナー
（2パック・1束）・・・・・・・・・・・・・・・・・279円

〈埼玉県川越市産〉
（産地直送）えだまめ（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円

ペヤング ソースやきそば（120g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円お１人様2点・先着200点限り

お１人様2点・先着100点限り

お１人様2点・先着300点限り お１人様2点・先着300点限り 各日お１人様2点・先着100点限り
お１人様4本・先着800本限り

各日先着5点限り

夏物最終処分
カジュアルパーツ・
スポーツ・
紳士雑貨

〈東京コレクション〉・〈ルナ〉

※各日午後3時からの販売

一例として




