
※坂戸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」●東松山店 次回店休日のご案内 5月9日（水）

4/18水

2018

東松山店 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）

・・・・・・・・・・・42,120円
②シーン
（電波ソーラー・10気圧防水）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248,400円

〈カシオ〉
①オシアナス
（Bluetooth搭載ＧＰＳ電波ソーラー・
10気圧防水）

59,292円

■生田 明
「潮風の庭」
（額外寸
42.0×50.5ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・24,084円

■中澤 由美子
「チューリップ」
（額外寸
42.0×42.0ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・205,200円

オリジナル正絹振袖
（お誂え、本手縫い、

仕立て付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,480,000円
②松鶴螺鈿座卓
（150×35×87ｃｍ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・429,840円

〈ヤマハ〉アバングランド
（ＮＵ1Ⅹ）

1,200,000円①松鶴衝立（120×100×35ｃｍ）

春の逸品会
◆4月18日（水）～23日（月）
◆4階催場〈最終日は午後4時閉場〉／
　各階にて開催

感性豊かで上質な名品の競演を
心ゆくまでご堪能ください。

6.5インチポケットコイル

虹色光沢を持った真珠層の部分を切り出した
板状の素材を、漆地や木地の彫刻された表面に
はめ込み製作された伝統工芸品です。

愛らしい桜、菊、梅を
ぼかし染めで大人っぽく。
金糸で花びらの縁を刺繍
した桜や、金で縁取った
花弁が
存在感を
引き立てます。

・・・・・・102,600円

ロボット掃除機
コーボルト
（ＶＲ200）

・・・・・・・151,200円

①PTパライバトル
マリンネックレス
（パライバトルマリン
計0.15ct・
ダイヤモンド計0.12ct／
全長最大47cm
スライドアジャスター付）

外出中に部屋から部屋へと自動で掃除。部屋の隅に
フィットするD型ボディ。効率性と吸塵力を追求した
ロボット掃除機です。

各階で期間限定商品を
お取り扱いしております。

アップライトピアノのアクション機構をそのまま搭載。
アコースティックピアノならではの
タッチ感で演奏できます。

◆宝飾サロン3階 ◆鈴乃屋4階 ◆家庭用品4階

◆服飾雑貨1階

◆婦人服2階

◆腕時計 東急タイム

◆シモンズベッド

◆絵画展 APJ ◆螺鈿家具 光成 ◆電子ピアノ 銀座 山野楽器

4階催場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,000円

セミダブル
（121×201×85ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120,000円

シングル
（98×201×85ｃｍ）

6.5インチゴールデンバリュー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324,000円

セミダブル
（125×202×71・77・83ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・367,200円

ダブル
（145×202×71・77・83ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・291,600円

シングル
（102×202×71・77・83ｃｍ）

5.5インチポケットコイル

・・・・・・・・・・119,800円

セミダブル
（123×199×85ｃｍ）

・・・・・・・・・・139,800円

ダブル
（143×199×85ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・99,800円

シングル
（100×199×85ｃｍ）

7.5インチポケットコイル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399,600円

セミダブル
（127×202×94ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442,800円

ダブル
（147×202×94ｃｍ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・356,400円

シングル
（104×202×94ｃｍ）

引き出し付

引き出し付・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
〈例〉シングル＋シングル

2台お買上げで
40,000円もお得！

②

②

②

①

①

①

宝石フェア
◆4月22日（日）まで

振袖新作
コレクション

〈フォアベルク〉ロボット掃除機
実演販売会

その他の参加ブランド

・・・・・・・・・・・・・・378,000円

②K18WGダイヤモンドネックレス
（ダイヤモンド計0.55ct／全長最大80cm

スライドアジャスター付）

※写真は一例です。

※マットの柄は写真と異なります。



※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。 

東松山店は、
5月8日（火）まで

休まず営業いたします。

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

4/18●水 19●木 20●金 21●・22●土 日

〈ワコール〉
らくラク
パートナー
1周年フェア
◆4月18日（水）
　　～24日（火）
◆2階＝ワコール

期間中、〈ワコール〉にて
10,800円以上お買上げ
のお客様先着20名様に
「巾着袋」を差しあげます。
※なくなり次第終了と
　なります。 ※写真は

　イメージです。

Present

母の日ギフトコレクション

〈プロフェッション〉
リーディンググラス
期間限定販売会

レザークラフト〈Ayumi〉特集

5/13○　母の日 
「ありがとう」記念日。

日 いちばん好きな
「笑顔のお母さん」に贈ります。2018 MARUHIROMother,sDay  Gift  Collection
●5月13日（日）まで  
●各階にて開催

●4月18日（水）～24日（火）
　〈最終日は午後4時閉場〉 
●1階＝エンジョイスペース

●承り場所：地階＝ギフトカウンター 
●承り期間：5月12日（土）まで
●お渡し日：5月13日（日）限り

レースカットアンドソーン（綿70％・
ナイロン27％・ポリウレタン3％／38・40）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円 ・・・・・・・・・3,780円
【2階＝婦人服】

カットソーとカーディガンを
組み合わせてアンサンブル風に。
凹凸のあるレースが華やかな
印象をつくります。

ハンドバッグ（羊革）
小財布（羊革）

8,640円

【1階＝ハンドバッグ】

素材にこだわりひとつひとつ丁寧
に作り、普段使いやお出掛けにも
使えます。遊び心のあるデザインと世界最高

水準のJAPANレンズを使用した
リーディンググラスと、３ライトカット
サングラスをご提案いたします。

〈ドリームライト〉キャンドル
ホルダーストロベリーキッス
クラウン（11×5ｃｍ）
ノーブレス（11×11ｃｍ）

3,780円
6,480円

【4階＝ギフトプラザ】

マウスブロウで形成したガラス器
に花やフルーツなどを封じ込めた
美しいデザインです。

　【なだ万厨房】
母の日御膳
（約10.5×19.2×5.1cm×
2段）・・・・・・・・・・・2,700円

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

◆4月22日（日）まで
◆地階＝食料品

はたけなか製麺 
ぜいたく茶そば
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

蔵王山麓の
雪解水と茶師が
こだわり抜いた
抹茶で創った
ぜいたくな
茶そばです。

●1階＝銘店

●承り期間：4月25日（水）まで
●承り場所：1階＝銘店

●4月18日（水）～22日（日）
●1階＝銘店

【銀座コージーコーナー】
プチガトー（3種の抹茶味くらべ
～八女・宇治・西尾～／3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,134円

【辻利】
京茶ラスク抹茶
（5枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・584円

【龜屋】
小江戸の心
（抹茶味／10個入）・・1,134円

【辻利】
宇治抹茶わらび餅
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【ロイスピエール】
狭山茶パウンドケーキ
（1個）

【山本山】
山本嘉兵衛
撰新茶
（RKS-50／150ｇ）

（RKS-30／80ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

・・・・・・5,400円
・・・・・・3,240円

【ヨックモック】
シガールオゥマッチャ
（8本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

お茶特集

新茶ご予約承ります。

【舟和】芋ようかんあんこ玉
詰合せ（芋ようかん2本・
あんこ玉6個）・・・・・・・・・・・・・・・・　　778円

母の日弁当ご予約承ります。

※献立内容が一部変更になる場合がございます。 ※数に限りがございます。
※交通事情等により入荷が遅れる場合がございます。 

〈国内産〉豚もも切り落し肉
（100g当り）・・・・・・・・・99円

〈埼玉県産他〉
きゅうり（3本）

【東信水産】
〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（1切）・・・・・・・・・・・・・148円

サトウ 切り餅
パリッとスリット
（１kg）・・・・・・・・・・・・・599円
【デリカ味彩】
12品目具材の
豆腐ハンバーグ
（4個入）・・・・・・・・・・299円

ヤクルト ヤクルト・
ヤクルトカロリー
ハーフ（各65㎖×10本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各378円

お1人様6本・先着1200本限り

〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）
お1人様2点・先着200点限り

〈高知県産他〉
なす（2本）
お1人様4点・先着800点限り

〈茨城県産〉
ピーマン（1袋）
お1人様2点・先着300点限り

先着300点限り

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）・・・・・・・・299円

国産牛（交雑種）
小間切れ肉
（100g当り）・・・・・439円

【東信水産】
本まぐろ入刺身盛合せ
（5点盛）・・・・1,500円

堀商店 新潟県
岩船産コシヒカリ
（5kg）・・・・・・・・1,980円

JA全農たまご 
実りの赤たまご
（10個入）・・・・・・・・199円
【デリカ味彩】
豚ヒレカツ
（5枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信寿司】
本まぐろ入
握り寿司セット
（12貫）・・・・・・1,500円

各日お1人様2点・先着100点限り

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）・・・・・・・・・79円

〈熊本県産〉
（糖度センサー）
デコポン（1袋）599円

プリマハム 
春巻き各種
（1パック）・・・・・・・・279円

【東信水産】
〈熊本県産他〉あさり
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　99円

はごろも シーチキン
（Lフレーク・マイルド／

各70g×4）・・・・・・・399円
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・・3割引
キッコーマン飲料 
調製豆乳・無調整豆乳
（各1000㎖）各189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

先着20kg限り

〈佐賀県産他〉
国産アスパラ
（1束）・・・・・・・・・・・・・199円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ
（1個）・・・・・・・・・・・・・159円

南部どり
サラダチキン各種
（１パック）・・・・・・・・279円

【東信水産】
〈ロシア産〉赤魚粕漬
（3枚入）・・・・・・・・・・・598円

【塩干コーナー】
山尾とろほっけ開き
（真空／１パック）599円
雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

マルちゃん 
赤いきつね・緑のたぬき
（各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
・・・・・・・・・各108円

お1人様2点・先着100点限り

お1人様5点・先着300点限り

よりどり3個

お出かけバーゲン
◆4月18日（水）～24日（火）
　〈最終日は午後4時閉場〉
◆1階＝エンジョイスペース

GW

□→保冷バッグ各種
・・・・・・・・・・・・・1,080円

□↑婦人カットアンドソーン
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

　【銀座久兵衛】
ばらちらし
（約15.0×11.0×4cm／
1折）・・・・・・・・・・・3,240円

□ストール
3,240円
↓

□婦人チュニックブラウス
各種・・・・・・・・・・・4,104円から
→

〈オッジ〉カーディガン
（レーヨン100％／38・40）9,720円

お茶を使ったスイーツや
お茶請けの和菓子を
取り揃えました。

※午後3時以降のお渡しと
　なります。

4月18日（水）限り

4月21日（土）・22日（日）限り

期間限定販売会

〈cream muffin singapore
（クリームマフィンシンガポール）〉
シンガポールマフィン あまおう
（1個）　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　300円各日先着20点限り

先着30点限り

NEW

※5月7日（月）頃
以降のお渡しと
なります。

※リーディンググラスとは老眼鏡のことです。

※写真は一例です。

99円均一セール99円均一セール青果

●4月24日（火）まで
　〈最終日は午後4時閉場〉 


