
まるひろMクラブカード
会員様

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」食料品 ポイントフェア9/20□水 24□日

2017

9/20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

螺鈿（らでん）細工
販売会

◆9月21日（木）～25日（月）
〈最終日は午後4時閉場〉

◆3階＝リビング特設会場

◆9月20日（水）～26日（火） ◆1階＝特設コーナー

◆9月20日（水）～26日（火）〈最終日は午後4時終了〉
◆2階＝服飾雑貨

※ポイントサービスの対象外となります。

◆9月20日（水）～24日（日）
◆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。
※数に限りがございます。

【マダムシンコ】
棒ブリュレ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,296円

20日（水）
日替り限定 スイーツフェア 【人形町 魚久】

期間限定販売会

24日（日）
先着27点限り

【銀座鹿の子】
あんみつ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　519円先着60点限り

21日（木）

25日（月）

【浅草・舟和】
芋ようかん（5本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　648円先着50点限り

【鎌倉小川軒】
レーズンウィッチ（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,296円

22日（金）

26日（火）
先着80点限り

【鎌倉ニュージャーマン】
かまくらカスター
（カスタード／1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　141円先着200点限り

【月よみ山路】
栗蒸し羊羹（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　751円先着50点限り

【養老軒】
ふるーつ大福（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,124円

23日（土・祝）

20日（水）～26日（火）
先着120点限り

京粕漬セット（銀だら・鮭／各1切）1,782円

四人家族（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

螺鈿名刺入れ
（韓国製）・・・3,800円

両面鏡螺鈿細工
（韓国製）・・・3,800円

婦人ブラウス
（絹100％）・・・・・・・25,920円

婦人帽子（絹100％／
きびそ）・・・・・・・・・27,000円

婦人帽子
（絹100％）17,280円から

裂織小銭入れ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から

【オステリア・ルッカ】
プレミアムロール
ケーキ（1本）・・1,383円
※数に限りがございます。

手作りシルククラフトフェア

美と健康
フェア
◆9月20日（水）～26日（火）

◆2・3階にて開催

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。

〈資生堂〉
メーキャップアドバイス会

◆9月20日（水）
午前10時～午後6時30分（最終受付）

◆2階=〈資生堂〉カウンター

第5回 健康フェア
◆9月22日（金） 午前10時～午後3時 

  ◆3階＝特設会場

爪切り本来の「切る」機能を研き澄ました美しい
フォルム。爪の美容と健康を実現する
職人手仕上げの逸品です。

〈SUWADA〉
ニッパー爪切り
クラシックL
（ステンレス刃物鋼・
ヘアライン仕上げ／12cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

【3階＝家庭用品】

かきだす・磨く・マッサージ。３つの効果を実感。
極細毛が、すき間の汚れを取り除き、両サイドの短い
毛が歯茎をマッサージ。歯周病予防に効果的です。

普段の店頭ではできない
特別なお手入れを
ぜひご体感ください。

〈KENT〉
先極細毛歯ブラシ トリプレックス
（ふつう／200×30×23mm／毛：外周毛（ナイロン）／
ブルー・オレンジ／日本製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

【3階＝タオル】

ジャケットはドライフィット素材で
熱を逃し、衿にはフード収納で
突然の環境変化にも
対応できます。

婦人Tシャツ
・・・・・・・・・・4,860円

〈ナイキ〉
婦人ジャケット
・・・・・・・・・・7,020円

【2階＝スポーツ】

あなたの血管年齢と
体脂肪がわかります。
ぜひ、ご参加ください。

※同会場にて健康に関する情報満載の
パンフレットを配布いたします。

●主催：元気にし隊・坂戸市

血管年齢測定
体脂肪測定

無料



※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。

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

◆1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。

※数に限りがございます。

・・・1,080円仏花（1束）1,296円2,160円

【メリーチョコレート】
マロングラッセ
（8個入・1箱）

【文明堂】
カステラ巻
（10個入・1箱）・・2,700円

【ヨックモック】
クッキーアソート（3種・
42個入・1箱）・・・・・・2,484円

【清閑院】
雅車
（12個入）・・・・・・・・・・・・・・173円

【龜屋】おはぎ
（つぶあん・こしあん／
1個）

9/20㊌～23㊏㊗までの販売です。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

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9/20□水 24□日

21木9/20水 金 祝22 土 日23 24・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈栃木県産〉（糖度センサー選別）
豊水梨（2個入・1パック）

各日先着100点限り各日先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 780円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛もも切り落し
（100g当り）

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

・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円
【東信水産】刺身盛合せ
（個食）（6点盛り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,980円
本まぐろ入刺身盛合せ
（5点盛り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,280円
【東信水産】刺身盛合せ
（4点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,800円
本まぐろ入握り寿司セット
（24貫）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,280円
【東信寿司】握り寿司セット
（24貫）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,160円
フルーツ詰め合わせ
（1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 698円
【デリカ味彩】天ぷらセット
（1パック）

・・・・・・・・・・・・ 324円

【デリカ味彩】
おはぎ
（2個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,160円
〈山形県産他〉アールスメロン
（1個）

・・ 306円野菜の旨煮（1パック）

・・・・・・・・・・・・・ 各378円
ヤクルト ヤクルト・カロリーハーフ
（65㎖×10・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円

【デリカ味彩】
12品目具材の豆腐ハンバーグ
（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）

先着200点限り先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68円

【肉処せんや】
〈国内産〉若どり手羽元
（100g当り）

199円
永谷園 生みそ汁徳用
（あさげ・ゆうげ／各10食・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580円

【東信水産】海鮮丼
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 249円
東海漬物　こくうまキムチ
（320g・1個）

・・・・・ 各99円
【デリカ味彩】
フライ・コロッケ（各1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159円

〈秋田県産〉生椎茸（菌床栽培）
（1パック）

先着200点限り先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230円

【肉処せんや】
〈国内産〉豚ロースうす切り
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各299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）

980円
【東信水産】〈北海道産〉
ほたて貝柱（解凍／約200g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179円
近藤乳業　酪農牛乳
（1ℓ・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
【デリカ味彩】
豚ヒレカツ（4枚）

・・・・・・・・・・・・ 1,780円

【東信水産】
〈宮崎県産他〉うなぎ長焼
（養殖・解凍／1尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 680円

【肉処せんや】
〈国内産〉牛肩うす切り
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199円
味の素 さらさらキャノーラ油
（1kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円
笛木醤油 金笛胡麻ドレッシング
（390㎖）

先着30点限り先着30点限り

99円99円均一　均一
●〈岩手県産他〉きゅうり
（2本） 先着800本限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック） 先着200点限り

●〈群馬県赤城高原産〉（産地直送）
小松菜（1袋） 先着300点限り

●〈フィリピン産〉デルモンテ
バナナ（1袋） 先着300点限り

青果

※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。
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◆9月20日（水）～24日（日） ◆1階＝食料品

◆9月20日（水）～24日（日） ◆1階＝青果
こだわりフルーツこだわりセレクション

まるひろがおすすめする厳選の逸品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円
〈山梨県産他〉シャインマスカット
（1パック） ・・・・・・・・・・・ 580円

〈北海道産〉
生さんま
（2尾）

◆9月20日（水）～24日（日） ◆1階＝東信水産
こだわり鮮魚

お1人様1点・先着150点限りお1人様1点・先着150点限り

・・・・・・ 821円

人形町今半 すき焼割下
木樽醤油仕込
（360㎖・1本）

天然醸造の醤油、白双糖・利尻
産昆布など材料にこだわりの素
材を使用。樹齢約400年のヒバ
の芯材で作った大型木樽で
仕込みました。

●お彼岸手土産ギフト


