
●上尾店 9月の店休日のご案内 27日（水） 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」

2017

9/20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

店内改装のお知らせ 現在、まるひろ上尾店では店内改装を行っております。一部売場の移転、取扱い商品休止の他、
5階フロアが休業となります。ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご容赦くださいませ。

美と健康フェア◆9月20日（水）～26日（火）
◆各階にて開催

◆9月20日（水）～２５日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

20日㊌限り
試食販売実施

元気と美を磨くのは､日々のケア。
健やかなくらしをまるひろから。

繊細な技術と豊かな個性をお楽しみください。

肩甲骨が動かしやすい「肩らくバック」設計で、楽な泳ぎをサポート。軽くて便利な
ポーチは撥水生地。止水ファスナーを
使用しています。

〈ミズノ〉
スイムウェア
（ポリエステル86％・ポリウレタン14％／
M～O）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,340円
スイムキャップ
（ポリエステル84％・ポリウレタン16％／
フリーサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
ポーチ（ナイロン）・・・・・・・・・・・・2,376円

アジアンノットネックレス
（約４６ｃｍ／天然石）・・・・・19,440円

グラデーションバッグ
（タテ250mm×ヨコ310mm×マチ80mm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　12,960円

【4階＝スポーツ】

マヌカとは、ニュージーランドにのみ自生した
花から採れるハチミツです。群を抜いて多い
食物メチルグリオキサール（ＭＧＯ）が魅力です。

古くから夏バテ防止に飲まれていたあま酒。
白米のみを使った無添加・無加糖、冷やした
ままでもおいしく飲めるストレートタイプです。

〈コサナ〉
マヌカハニー
MGO100＋
（250g）・・・・・・・・・・・・3,672円 かねこみそ あま酒

（1ℓ・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円
【地階＝食料品】 【地階＝食料品】

「腰で背負う」という新発想シリーズ。独自開発した新構造の
「ランバー ビー フィットTMシステム」は、ウエストやチェストベルト
なしで荷重が肩と腰へバランス良く分散されます。

〈エース〉
腰で背負うリュックサック
（W26×H35×D10cm／10ℓ）
・・・9,720円
【2階＝
ハンドバッグ】

背側▶

手づくりクラフト展
６階催場 ２階＝エンジョイスペース

〈Bird Cage〉

白い花のブーケ・
黄花コスモスのブーケ（押し花／
額340×295mm）・・・・・・・・・・・・各8,856円

〈染美・白男川〉

〈ヘリーバッグたいら〉

〈フルールフランネル押し花アート〉

フラワーアレンジメント各種
（石粉粘土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5,940円

〈加藤静子〉

チェア（肘掛け付／1脚）129,600円

藍染手描き
ブラウス
（綿100％／
フリーサイズ）

22,680円

〈銘木 石川商店〉

レッド琥珀ペンダント
（雫型琥珀18mm）・・・・・・・・・38,880円

〈アトリエ ブウボ〉

革小物各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から

〈kotochi-no〉

現品限り

北海道産 無垢テーブル
（北海道産延寿） 378,000円現品限り

※オーダーメイドも
承ります。

〈アンダーウェアバイCW-X〉
肩甲骨サポートシャツ９分袖
（M・L・LL）

股関節ひざサポートタイツ
エキスパートタイプ
（M・L・LL）

肩甲骨、股関節を補正しフィットネスや
健康に作用するサポートインナーです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

【3階＝ワコールコーナー】



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

※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。 ※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。

◆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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

芋ようかん5本
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

【浅草・舟和】
芋ようかん2本
あんこ玉6個セット
（1パック）

9/20 水 21 木

日本ハム シャウエッセンウインナー
（127g×２・１束）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【魚力】〈ロシア産〉辛子明太子（300g）790円
【塩干コーナー】〈チリ産〉銀鮭西京漬
（３切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円
【デリカ味彩】とうもろこしのつまみ揚げ
（１パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

山本山 全型焼海苔 
瀬戸内産（24枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・799円
ピックルス ぬか胡瓜（２本）・・・・・・・・・・・・・199円
紀文 マリーン（12本入）・まろやか仕込み
竹笛（４本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各148円
でん六 小袋甘納豆（235g）・・・・・・・・・・・・179円

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

キッコーマン飲料
調製豆乳・無調整豆乳
（各1000㎖・１本）・・・・・・・・・・・・・各189円

マルちゃん 焼そば
（150g×３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139円

【塩干コーナー】
〈チリ産〉銀鮭甘口切身
（３切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・469円

【魚力】
〈モロッコ産〉真だこ
（蒸／100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・258円

〈群馬県産〉やまと豚小間切肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149円

〈山形県産他〉サン津軽りんご
（3個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈ニュージーランド産〉キウィフルーツ
（グリーン）（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5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 ・・・・・・全品3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2割引

精肉対面コーナー
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

99円均一99円均一

〈山梨県産〉種なし巨峰
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円お1人様2点・先着100点限り

お1人様4本・先着800本限り

●〈岩手県産他〉きゅうり
（2本）

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック） お1人様2点・先着200点限り

●〈群馬県赤城高原産〉産地直送
小松菜（1袋） お1人様2点・先着300点限り

お1人様2点・先着200点限り

●〈長野県産〉えのき茸
（1袋）

お1人様2点・先着300点限り

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋）

お1人様2点・
先着200点限り

お1人様5点・
先着300点限り

お1人様6点・
先着300点限り

お1人様1点・先着500点限り

●JA全農たまご 白玉Mサイズ
（10個入・1パック）

●日本ビーンズ 国産大豆の濃い豆腐
（200g×2）
●QBB ベビーチーズ各種（各60g）

●S&B 本生わさび・しょうが・本からし（各1個）
●三幸製菓 おかき餅（12枚入）
●パスコ 厳選菓子パン5品（豆パンロール等／各1個）
●国産豚挽肉（銘柄豚を除く）（100g当り）

●大塚 ボンカレーゴールド
（甘口・中辛／各180g・1箱）

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円お1人様1ケース（6本）限り

お1人様1点・先着150点限り
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名店期間限定販売会手みやげに、お供えに ◆9月20日（水）～26日（火） ◆地階＝諸国銘菓
※ポイントサービスのの対象外となります。
※数に限りがございます。
　品切れの際はご容赦下さい。

21●・22●限り金木 23●●限り土 祝 24●限り日

20●限り水9/20●～26●水 火

先着50点限り

650円

【柴又・高木屋老舗】
草だんご
（12粒）
先着100点限り

800円

くず餅（真空パック）
（2枚入）

先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・670円

【巣鴨・みずの】
塩大福
（5個入）

先着150点限り

先着30点限り

午前11時からの販売となります。

午前11時からの販売となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・751円

【石川県・松葉屋】
栗むし羊羹（1本）

1,415円

【浦和・菓匠花見】白鷺宝詰合せ（白鷺宝
６個・玉しずく・茶ちゃ・かふぇ・ごま・あんず・
よろこぶ各１個・計１２個入・１箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・519円

【浅草・梅園】あんみつ
（1個）・・・・・・・972円

【栃木県・香雲堂本店】
古印最中（7個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,642円

【岐阜県・新杵堂】
栗きんとん（6個入）
各日先着40点限り 各日先着75点限り

※各日数に限りがございます。※各日数に限りがございます。
※各日数に限りがございます。※各日数に限りがございます。

※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。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

2,160円
〈山形県産他〉
アールスメロン（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・184円
【本髙砂屋】
おはぎ（つぶ・こし／各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195円
　【浅草梅園】◆地階＝特設会場 ※ポイントサービスは除外となります。
おはぎ（こし・つぶ・ごま・きなこ／各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円
【デリカ味彩】
北海道産おはぎ（2個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
〈栃木県産他〉梨詰合せ
（1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
フルーツ詰合せ
（1箱）

【デリカ味彩】天ぷら盛合せ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円

【デリカ味彩】南部どり
唐揚（100g当り）・・・・・・・・・・・199円

【京樽】茶巾ずし（2個入／
1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

【きぬがわや】
野菜のうま煮
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・306円

【フロ プレステージュ】
広島県産牡蠣のマリネ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・529円
【麻布あさひ】焼鳥盛合せ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

えび天（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円

先着20点限り

先着30点限り

【魚力寿司】錦
（にしき／10貫）・・・・・・・1,390円

【魚力】刺身盛合せ中とろ入
（6点盛／1パック）・・・2,180円

【魚力】は9/22●限り金

ポイント
まるひろ
Mクラブカード


