
上尾店 8/23木

2018

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

●上尾店 次回店休日のご案内 9月5日（水）まるひろMクラブカード会員様

誠に勝手ながら8月28日（火）は決算品調べのため午後5時閉店とさせていただきます。8/23□限り木 食料品 ポイントフェア

〈エンスウィート〉
〈シンプルライフ〉
〈チャージ〉ショップ
リニューアル
オープン

ポイントフェア4

◆８月２３日（木）～２８日（火）〈最終日は午後５時閉場〉
◆２階＝特設会場

〈シックスパッド〉期間限定販売会

◆８月２３日（木）～
２８日（火）

〈最終日は午後５時終了〉

◆２階＝婦人靴

◆８月２６日（日）まで開催中
◆4階＝ミキハウス

〈ジョーヤ〉
お試し履き会＆
販売会

◆３階＝婦人服

〈デイジー〉
ニューオープン

◆４階＝寝具

〈昭和西川〉
カバーリング特集

ニューオープン＆リニューアルオープン 秋の新作フェア

IoTで進化した〈SIXPAD〉。
世界No.1フットボールプレイヤーのクリスティアーノ・ロナウド選手と
共同開発した〈SIXPAD〉が、よりあなたの毎日に寄り添う
デザインとして登場。薄くて、軽い、コードレス、充電式、そしてIoT。
効率よく計算された23分のオートプログラムで、いつでもどこでも
トレーニングを行えます。

〈カナナプロジェクト〉
コレクションラインデビュー！
竹内海南江さんが世界をめぐる旅で出会ったモノや景色、
かわいいグッズなどをモチーフに、旅を内面から心地良く、
ハッピーにしてくれるトラベルラインです。

スイス生まれの
膝、腰に驚くほどやさしい、
やわらかい履き心地の靴。

〈ミキハウスダブルB〉誕生20周年の
感謝の気持ちをこめて2018 anniversary
〈ミキハウス〉シューズご優待会を開催中。

ショルダー
①（27×20×12ｃｍ）8,424円
③リュック（30×37×15ｃｍ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

②（32×23×15ｃｍ）9,720円

期間中、21,600円以上お買上げの
お客様に「９月に使える1,000円ＯＦＦ
クーポン券」を差しあげます。

PRESENT 期間中、21,600円以上お買上げ
のお客様に粗品を差しあげます。
※数に限りがございます。なくなり
　次第終了とさせていただきます。

PRESENT

期間中、21,600円以上お買上げの
お客様に「９月に使える1,000円ＯＦＦ
クーポン券」を差しあげます。

PRESENT
期間中、10,800円以上
お買上げのお客様に粗品を差し
あげます。
※数に限りがございます。なくなり
　次第終了とさせていただきます。

PRESENT

※ポイントサービスは付与されません。ご了承ください。

まるひろMクラブカード会員様へ

期間中、下記対象ブランドの商品をお買上げのお客様に通常の
1ポイントプラス4ポイントおつけいたします。※セール品は対象外となります。

◆８月２３日（木）～9月4日（火）
◆2階＝婦人靴・ハンドバッグ／4階＝紳士靴・紳士バッグ

【ハンドバッグ】

ウォーキングシューズ
（牛革／22.5～24.5cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円

ワンピース10,260円 パンツ・・・7,020円
Tシャツ7,776円
シャツ・・・9,180円

年齢にとらわれず、
ONもOFFもアクティブに
人生を楽しむ大人の女性に
むけたセレクトショップ。
ほどよくトレンドを取り入れた
上品で上質なカジュアル
スタイルをご提案いたします。

◆２階＝婦人雑貨〈ギフトマルシェ〉ニューオープン
イマドキのおしゃれなファッション雑貨やコスメがずらり。いけてるポーチやバッグから気分のあがるコスメ
まで、その時々のオススメ商品をご紹介します。

◆３階＝婦人服
3つの人気ブランドが
複合ショップになって
リフレッシュオープン。

◆３階＝婦人服

〈ギャラリービスコンティ〉
ニューオープン

トレンドを程よく取り入れ、
カジュアルからフォーマルまで
大人かわいいスタイルを
お届けいたします。

◆３階＝婦人服

〈馬里邑〉
売場が移動して
リニューアルオープン

エレガントで上品な
刺しゅう入りのブラウス・
セーターを中心とした、
上質なアイテムを
取り揃えております。

◆４階＝ミキハウス

〈スチームクリーム〉

〈ミキハウス〉
オータムコレクション

◆２階＝婦人服

〈自由区〉
オータムフェア

チェックのお揃いコーディネート
で楽しいおでかけを！

レースにラグジュアリーな蘭の花をあしらった
エレガントなデザインです。

まるひろMクラブ会員様、友の会会員様、
スターカード（チェリー、リーダース）
会員様に限りシューズを全品20％割引

させていただきます。

【婦人靴】

秋の「素敵」を、見つけてください。 ◆8月23日（木）から ◆各階にて開催

オンオフ使えるパンプスや着脱しやすいカッターシューズは
秋のコーディネートに合わせやすい一足です。

②カッターシューズ
（22.5～24.5cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

〈リーガル〉
①パンプス（22.5～24.5cm）・・・・18,360円

①

②

①

②③

靴対象ブランド

バッグ対象ブランド

婦人靴・ハンドバッグ・
紳士靴・紳士バッグ

◆４階＝紳士服

〈ザ・スコッチハウス〉
新作フェア

※お渡しは約2週間後になります。

伝統的なアーガイル柄をモチーフと
した立体感のある表面が特徴です。

今年らしいシルエットの汎用性の高い
ラムレザージャケット。タイトスカートは
裾のスリットの長さと素材のストレッチ
性で足さばきを気にせず着用出来ます。
秋らしいスタイリングをお楽しみください。

ハンチング
（毛100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円ジャケット

（羊革）

・・・52,920円
ブラウス
（綿100％）

・・・17,280円
スカート
（ポリエステル54％・
毛42％・
ポリウレタン4％）

・・・19,440円

横長親子財布
（マチあり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

PRINCE OF THE FOREST
（75g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,809円

パンツ（綿97％・
ポリウレタン3％）・・・・・・・・・・・16,200円

カットアンドソーンジャケット
（綿57％・ポリエステル26％・ナイロン
16％・ポリウレタン1％）31,320円

◆４階＝紳士服
国内外の上質な生地でお客様だけの
特別な１着をお作りいたします。

パターンオーダースーツ
（Y・A・AB・BB体）・・・50,760円から

掛けふとん
カバー（綿100％／
150×210cm／
日本製）8,100円
ピローケース
（綿100％／
63×43cm／日本製）

・・・・・・・・・・・・・・3,024円

〈スタジオ by ダーバン〉
パターンオーダー
スーツ
8.23○スタート木

全身保湿用クリーム「スチームクリーム」
は蒸気のチカラと自然の恵みから
生まれたクリームです。これひとつで
顔もからだも髪まで保湿します。

〈がま口の専門店
AYANOKOJI
（あやのこうじ）〉
職人が手作りする京都の
がま口（がまぐち）専門店
です。ひとつひとつ、
真心をこめてお作り
しています。

数量限定

◆８月２３日（木）～28日（火）
〈最終日は午後5時終了〉

◆２階＝エンジョイスペース
◆８月２３日（木）～27日（月）
◆６階催場〈最終日は午後4時閉場〉

初秋の絨毯バーゲン リフォームミュージアム
住まいの展示・相談会 ２０１８

今回で３回目となり、参加メーカー数も内容もパワーアップ。
メーカーの歴史や物語からリフォームの

最新技術や商品まで、まとめてご覧いただけます。

216,000円

ペルシャギャベ
（毛100％／
約152×193cm）



※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。

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

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」8月23日（木）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8/23□木限り
8/23□木 1日限り店休日明けのお買得

●〈新潟県産他〉
霜降ひらたけ
（1パック）

お1人様2点・先着200点限り

●〈岩手県産他〉
きゅうり（2本）
お1人様6本・先着900本限り

●〈北海道産他〉
ミニトマト
（100g当り）

お1人様2点・先着200点限り

●〈北海道産他〉
とうもろこし（1本）
お1人様2点・先着200点限り

先着200点限り お1人様2点・先着300点限り

●〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（1個）

お1人様5点・先着300点限り

●〈千葉県産〉
ベビーリーフ（1袋）
お1人様2点・先着100点限り

【デリショップ】
和風メンチカツ
（1個）

129円

播州揖保乃糸
手延素麺（300g・1個）

499円279円

ネスカフェ
ゴールドブレンド
（80g）・・・・・・・・・・・・・・399円

和歌山産業
ジュレココ
（みかん・ピーチ・

マンゴー／各155g・1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

JA全農たまご
ピュアテイスト
（10個入）・・・・・・・・・179円

【塩干コーナー】
〈チリ産〉
銀鮭一夜干
（養殖／2切）・・・・599円

【魚力】
〈アメリカ産〉
天然紅鮭（生）
（100g当り）・・・・・・198円

【デリカ味彩】
ムラサキイカの
まるごと唐揚げ
（100g当り）・・・・・・199円

宮城県産サイボク豚
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて
・・・・・・・・・・・・・全品2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

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

【たごさく】
牛肉ごぼうおこわ
（2パック）

648円

【麻布あさひ】
つくね串
（1本）・・・・・・・・・・・・130円

【京樽】
江戸前にぎり鮨
各種
・・・・・・・10%OFF

〈国内産〉
黒毛和牛
小間切れ肉
（100g当り）・・・・500円

【魚力】
〈宮城県産他〉
生メカジキ切身
（100g当り）・・・450円

キッコーマン飲料
調製豆乳・
無調整豆乳
（各1000㎖）各179円

味の素
ほんだし
（160g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

99円均一セール99円均一セール
◆地階＝食料品
※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。

青果

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

【アンデルセン】季節のおすすめフェア
◆8月23日（木）～26日（日） ◆地階＝アンデルセン

◆2階＝フォンテーヌ

クールサマー
ブレッドマンゴー＆
芸北りんご
（1本）・・・・・・・・・・・・・713円
（1/2本）・・・・・・・・・357円

マンゴー
フロマージュ
マフィン
（1個）・・・・・・・・・・・・・270円

マンゴーと
パッション
フルーツのパイ
（1個）・・・・・・・・・・・・・238円

夏野菜の
トマトカレー
（1個）・・・・・・・・・・・・・238円

平焼きカレー
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195円

※数に限りがございます。

先着5点限り 先着20点限り

〈フォンテーヌ〉ウィッグお手入れフェア

お手持ちのウィッグを素敵に装いして
いただくために「ウィッグクリーニング」を
ぜひお試しください。
イベント期間中、ウィッグクリー
ニング半額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
フルウィッグ・ハーフウィッグ
（合成繊維）

・・・・・・・・・・・・・・・・・2,430円（人毛ミックス）

1,620円トップピース（合成繊維） 1,890円（人毛ミックス）

◆4階＝寝具

イメージキャラクター 賀来 千香子

※表記は割引後の価格です。

羽毛布団のリフォーム・
クリーニング
現在お使いの羽毛布団のリフォーム、
クリーニングを承ります。
お見積り後、ご成約のお客様は
期間中10％OFFさせて
いただきます。

期間中、ボディケア60分以上の
コースを10％OFFさせて
いただきます。

現在お使いの敷物の修理・
クリーニングを承ります。
お見積り後、
ご成約のお客様は
期間中10％OFF
させていただきます。

●お急ぎ仕上げコース（先着10丁まで）
※９月１日（土）以降のお渡し予定。
●２週間コース（限定数なし）
※９月８日（土）以降のお渡し予定。

◆１階＝リアット

〈リアット〉・〈マジックミシン〉
お直し10％OFFキャンペーン

◆4階＝銀座山野楽器

〈銀座山野楽器〉楽器の
修理・メンテナンスフェア

ご愛用の楽器の修理・メンテナンスを
承ります。

◆８月２５日（土）まで  ◆4階＝家庭用品 
最終日受付午後１２時まで

〈日本橋 木屋〉包丁研ぎ

〈木屋〉製品に限り研ぎ修理を承ります。

※包丁の状態によっては受付出来ない場合が
　ございます。

※弦は別途有料です。

※一部除外品もございます。

※修理部品等で料金の
　かかる場合がございます。
※写真はイメージです。

※TVゲーム、ぬいぐるみなど除外品がございます。
　また部品交換などが必要な場合は料金がかかります。※このチラシをご持参の方に限ります。

Present 
3,240円以上お買上げのお客様に「UVチェックミラー」を差しあげます。
※数に限りがございます。

◆6階＝リラックス

〈リラックス〉
ボディメンテナンスフェア ◆８月２５日（土）

午前１１時～午後３時
◆６階＝特設スペース

おもちゃの病院

笑顔と思い出を大事にする
名医の方 が々壊れたおもちゃ
を修理します。

◆2階＝ハウス オブ ローゼ
〈ハウス オブ ローゼ〉サマーフェア

夏のお肌のお手入れに、おすすめのボディ美白美容液。
すばやくなじみ、シミ・ソバカスを防ぎます。

期間中、3,240円以上お買上げのお客様各日
先着５名様に「ハンドケアサービス」をいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
ブランポート ボディホワイトニングエッセンスｎ
（医薬部外品／150㎖）

・・・・1,080円
（一例として）
ギターの弦の張替え

◆８月２５日（土）・２６日（日）
各日午前１０時～午後６時

◆2階＝時計

〈タイムランド〉
腕時計のオーバーホール相談会

専門の技術者がメンテナンスの
ご相談を承ります。

◆4階＝インテリア
〈千代田絨毯〉敷物の修理・クリーニング

・・・・・・・・・19,440円から
シルク絨毯
（1ｍ²当り）

1,404円から（お1人様２丁まで）１丁

・・・・・・・・・12,960円から
ウール絨毯
（1ｍ²当り）

◆8月23日（木）～28日（火）
◆各階にて開催

メンテナンス
フェア

愛着のあるモノこそ、
いつまでも大切に使いたい！

午後5時からの夕市

2点

※写真はイメージです。

             月～日・祝
17：00～21：50（受付終了20：00）

飲み放題＆ビッフェバイキング
●中高生 2,500円
●小学生 1,200円
●未就学児 500円

開催中

料金プラン

3,900円

営業時間

相談
無料

修理
無料

期間中、靴の修理10％OFF
◆１階＝マジックミシン
男女パンツ・スラックスの裾丈詰め
10％OFF


