
●上尾店 次回店休日のご案内

2017

7/26水上尾店 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

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」8月23日（水）・24日（木）連休とさせていただきます。

2BUY
SALE

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。

◆8月1日（火）まで
◆各階にて開催

更に更に

10%
OFF!

対象商品

お買上げで
2点以上2点以上

全館　夏の
最終処分

◆６階＝特設会場

お好きな
2点で

8,748円10%OFF!
お好きな
2点で

4,860円10%OFF!
お好きな
2点で

5,832円10%OFF!

成人式
振袖前撮り撮影会婦人服夏物

最終処分バーゲン ◆７月２９日（土）・３０日（日）
◆７月26日（水）～31日（月）〈最終日は午後5時閉場〉

靴・バッグバーゲン
靴のチヨダ〈シュープラザ〉期間限定出店
◆７月26日（水）～31日（月）〈最終日は午後5時閉場〉

6階催場からのお知らせ

成人式の振袖前撮り
撮影会を行います。

卒業袴予約会開催中
０４８－７７６－４１３９（直通）

・・・・・・・3,240円
ワンピース（綿100％／
M～L） ・・・3,240円

チュニック
（ポリエステル95％・

ポリウレタン5％） ・・・・・・・・・・・・・・5,400円
ハンドバッグ
各種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,990円

レディス
スポーツシューズ

参加ブランド 参加ブランド

1階・2階・3階 婦人服

参加売場

対象商品 婦人帽子・雨傘・パラソル・
ストール・UV手袋・扇子・バッグ・
婦人・紳士靴 ※一部商品を除く

2階 服飾雑貨 4階 紳士服

参加売場 婦人雑貨・ハンドバッグ・
婦人・紳士靴 参加売場

・・・・・4,320円
【3階＝スタイリッシュガーデン】

婦人トップス各種

・・・・5,400円
【3階＝スタイリッシュガーデン】

婦人ボトムス各種

プラス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
【婦人雑貨】

晴雨兼用傘・ストール各種

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

ボストンバッグ・リュック・婦人靴
各種

プラス

例えば

2,160円
【紳士雑貨・カジュアルパーツ・

スポーツ】

紳士ベルト・小銭入れ・ポロシャツ・
メンズスポーツシャツ各種

3,240円
【カジュアルパーツ・スポーツ】

紳士カジュアルシャツ・
レディススポーツシャツ・
スポーツパンツ各種

プラス

例えば例えば

［1階］

［2階］
［3階］

［3階］

カジュアルパーツ・スポーツ・
紳士雑貨・肌着・靴下・ナイティ

※写真は一例です。

※写真は
一例です。



※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。

◆地階＝食料品食料品 土 日 限 定サービス生活応援 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

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

上尾店は、
8月22日（火）まで

休まず営業いたします。

30日
7/29土 ●

◆7月28日（金）～30日（日）の
　3日間 午後3時から閉店まで
◆地階＝惣菜 ※無くなり次第終了となります。 3時の市開催

生鮮大市生鮮大市

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　307円
【FLOプレステージュ】こだわりプリン
（1個） 各日先着20点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　540円
【麻布あさひ】焼鳥盛合せ
（1パック） 各日先着20点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・729円
【たごさく】あかつき弁当
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　756円
【北京飯店】惣菜

・・・・1,880円

富山県
入善産こしひかり
（5㎏・1袋） ・・・・・・・・・・・・799円

山本山 全型焼海苔
瀬戸内産
（24枚入） ・・・・179円

雪印メグミルク
メグミルク牛乳
（1000㎖・１本） ・・・299円

【デリカ味彩】
ミニ豚ロース串カツ
（10本・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

〈埼玉県川越市産〉
（産地直送）えだまめ
（1袋） ・・・・・・・・・・499円

〈長野県産他〉
カットすいか
（1/6カット） ・・・399円

サイボクハム
ポークウインナー
（145g・1パック） 990円

【魚力】〈マルタ産〉
本まぐろ中トロ（養殖・
解凍／100g当り）

・・・・・・・590円〈ロシア産〉辛子明太子（200g）
258円〈モロッコ産〉真ダコ（蒸／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円
〈台湾産他〉きはだまぐろ
（解凍／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各378円

鎌倉ハム 熟成ロースハム（75g）・
熟成ももハム（75g）・熟成ベーコン（90g）他
（各種1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119円
岩手県産南部どり赤かしわむね肉
（解凍／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円
群馬県産やまと豚もも肉切り落し
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
国産牛（交雑種）もも・肩肉切り落し
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円
〈佐賀県産〉ハウスみかん
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　99円
〈ニュージーランド産〉ゼスプリキウィフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円
〈北海道産〉ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
〈愛知県産他〉トマト
（1袋）

・・・・・・・・562円

【和幸】
特ヒレカツ
（1枚）

789円

特ヒレカツ
弁当
（1折）

5,400円

〈遊布来〉
レースブラウス
（ポリエステル97％・
ポリウレタン３％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

ガウチョパンツ
（ポリエステル100％、
裏地：キュプラ100％）

〈サンリオ〉
プレイスクール

◆７月２８日（金）・２９日（土）・３０日（日）
各日 ①午前１１時から ②午後１時から
　　 ③午後３時から
◆５階＝玩具売場

婦人創作衣料バーゲン
◆７月２６日（水）～８月１日（火）
〈最終日は午後5時閉場〉

天然石アクセサリーフェア
〈HEART BOX’S〉
◆７月２６日（水）～８月８日（火）

〈最終日は午後5時閉場〉

●キー
ネックレス
・・・・・・・・・・600円

●風鈴
・・・・・・・・・・500円

好評 
開催中

※天候不順により中止とさせて
　いただく場合がございます。
※8月23日（水）・24日（木）は
　店休日の為休業いたします。時間無制限！飲み放題＆ビュッフェバイキング

（
税
込
）

©,76, ,96, ,01, ,17 SANRIO（E）※カットアンドソーンは参考商品です。

予告

◆２階＝特設会場のご案内

グーテ・デ・ロワ
簡易大袋
（2枚入×13袋／
26枚）・・・・・・・972円

ネックレス・
イヤリング
2点セット
10,800円

ガトーフェスタ ハラダ
期間限定販売会

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※当会場でのお買物は、ポイントサービスの対象外となります。

◆8月２日（水）～8日（火）
◆地階＝特設会場

百貨店でプレミアムな週末を。 限り 終日

精肉対面コーナー
（牛肉各種・氷室豚等）
店頭表示価格（税抜）より
レジにて・・・全品2割引

ハーゲンダッツ
アイスクリーム
店頭表示価格（税抜）より
レジにて・・・全品3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・・・・・・・・・・5割引

◆地階＝食料品◆7月26日（水）～30日（日）

※生鮮品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。

各日お1人様5点・先着300点限り

各日お1人様2点・先着100点限り

各日お1人様2点・先着100点限り 各日お1人様2点・先着50点限り

青果

鮮魚 【魚力】

精肉

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

よりどり2パック

7/28金


