
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」10月3日（水）●上尾店 次回店休日のご案内

※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。

2018

9/19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

実演

●水19

全
国

弁
当
特
集

・・1,080円
【青森県・オダカネ】
三陸生わかめ（230ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・1,836円
【北海道・清味屋】
特選ヒレ弁当（1折） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・551円

【愛知県・壺屋】
稲荷寿し（1折） ・・・・・・・・・・・1,404円

【広島県・千両屋】
牡蠣重
（小／1折）

2,160円

【北海道・
今商店】
霧の港
弁当
（1折）

・・・・・・・・・・・・648円
【青森県・熊谷食品】
葉くるみ漬（3個入） ・・・・・・・・・・・・・972円

【栃木県・香雲堂本店】
古印最中（7個入）

実演

594円
【東京都・まぐろ一番本舗】
まぐろサービス丼（1折）1,998円

【群馬県・坂井養蜂場】
アカシアはちみつ（500g）

・・・1,296円
【神奈川県 横浜中華街・康華楼】
海老にらまん（6個入） ・・・・・・・・・・・・・・・620円

【神奈川県・崎陽軒】真空パック
シウマイ（15個入）

1,080円
【鹿児島県・マルフク川畑水産】
きびなご一夜干し（6串）

　　　　　　　　 　●                   【北海道・壮大】海鮮煮
●【北海道・海北亭】味付貝柱
●【宮城県・伊達のいわし】いわし団子
●【山形県・ゆたか屋】冷凍生あま酒
●【新潟県・越後味噌酒造】こしひかり麹味噌
●              【神奈川県 横浜中華街・東園】クルタレ（韓国宮廷菓子）
●【富山県・鈴や】とび魚すり身　●【大阪府・角英】豆腐お好み焼
●【島根県・ヤマヲ水産】うるめ一夜干　●【大分県・唐橋商店】どんこ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,300円
【坂井養蜂場】百花はちみつ
（500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
【職人のからあげ 華鳥】
中津からあげお得パック（370g） 先着20点限り

先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　540円
【熊谷食品】白子ハタハタ寿し
（120g） 先着30点限り

2,000円【角の八女茶】八女茶煎茶（100g×4） 先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　540円【鈴や】ほたるいか刺身（12匹入）
864円【マルフク川畑水産】うるめ若干し（2連）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円【ヤマヲ水産】赤カレイ一夜干（4枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円【まぐろ一番本舗】まぐろ一番丼（１折）

日替り提供品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173円

【青森県・工藤パン】
イギリストースト
（1枚） ・・・・・・・・・・・・・・・・・843円

【石川県・きんつば 中田屋】
きんつば
（5個入）・・・・・520円

【青森県・ラグノオささき】
いのち
（りんご／4個入）

あおもり北彩館
青森県

大阪百貨店
大阪府

にほんばし島根館
島根県

徳島アンテナショップ
徳島県         いしかわ

百万石物語 江戸本店
石川県

651円
【新潟県・ミートショップまえじま】
和豚もち豚角煮（100g）

実演

その他の出展商社

・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【島根県・彩雲堂】
若草
（３個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【石川県・音羽堂】
加賀紫雲石
（4個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,301円

【大分県・職人のからあげ 華鳥】
中津からあげお得パック
（370g）

実演

各378円
【岩手県・佐々木製菓】南部煎餅
（ごま・ピーナッツ／各14枚入）

お楽しみ袋（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
特別提供品
各日先着30点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・650円

【東京都 柴又・
高木屋老舗】草団子
（12個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【福岡県・湖月堂】
栗饅頭
（5個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・1,981円

【東京都 六本木・
焼肉叙々苑】焼肉弁当
（1折）

20日（木）限り 21日（金）限り 23日（日・祝）限り22日（土）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・650円

【東京都 巣鴨・みずの】
元祖塩大福
（5個入）

各日先着100点限り19●水・22●土

先着100点限り 先着60点限り先着150点限り 先着100点限り

・・・1,269円

【宮崎県・
霧島酒造】
赤霧島
（900㎖）

24日（月・振）限り

お1人様3点・
先着90点限り

正午12時
からの販売

人気・話題のグルメを日替りで

銘菓・ご当地パン

アンテナショップ特集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円【かま笑】いり子（150g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円【壮大】海鮮煮詰合せ（300g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円【清味屋】ミニステーキ弁当（1折）

●土22

●日●祝23

先着50点限り

先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　864円
【海北亭】カリカリ梅ひじき
（150g） 先着30点限り

先着30点限り

先着30点限り

先着50点限り

先着30点限り

実演 モバイル

実演 新登場

新
登場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【福岡県・角の八女茶】
喜楽煎茶マス山盛りいっぱい
（約250g）

・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【富山県・はまうら】ほたるいかの
沖漬け（180ｇ）

各1,620円
【和歌山県・松晃梅】三栖里の梅・
はちみつ梅（各350g） 1,944円

【福岡県・味の兵四郎】あご入
兵四郎だし（9g×30袋）

モバイル

モバイル
モバイル

新
登場

新
登場 実演

・・・・・・・・・・・196円
【長野県・小川の庄】
おやき各種（各1個）

モバイル

実演

・・・・・・・2,980円
【佐賀県・かま笑】呼子いか
活造り（冷凍／1杯）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
三色弁当（1折）
お1人様2点・先着50点限り

オープニングサービス

牡 

蠣
稲 
荷

海 

鮮肉
新
登場

新
登場

新
登場

19日（水）

※数に限りがございます。※数に限りがございます。

※数に限りがございます。※数に限りがございます。

・・・・・1,836円
①京粕漬セット
（ぎんだら・鮭／各1切）

864円②いろとりどり四人家族（1袋）

1 2

【東京都 人形町・魚久】

24日（月・振）まで

食 祭典の
地元埼玉が誇る味わい！ 人気伝統銘菓を食べ比べ！

830円
中華そば
（1杯）850円もりそば（1杯）

◆9月25日（火）まで
◆6階催場〈最終日は午後4時閉場〉

秋の全国うまいもの市

※当催場でのお買物は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。品切れの際は
ご了承ください。※写真は盛り付けの一例です。

携帯電話でQRコードを読み込んで
アクセスするだけ！
　　　　　  このマークが
「モバイルクーポン」対象店舗です。
モバイル

モバイルメール会員募集中！登録
無料

川越の松本醤油を使用した鶏と魚介の
和風スープにこだわりの自家製麺。
頑者の姉妹店が初出店します。

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

【埼玉県 熊谷市・芋屋TATA】
芋尽くしプリンアラモード
（1個） ・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【岩手県・回進堂】
                岩谷堂羊羹
くり金印（630g）

延宝元年（1673年）伊達藩岩堂城主
より唯一の甘味として保護奨励を受けて
以来、造り続けられている伝統銘菓。
金印はどこを切っても栗が出る直営店
のみの限定品です。

実演新
登場

新
登場

・・・・・・・・・・1,080円
【福島県・小池菓子舗】
あわまんじゅう（10個）

行列ができる銘店の手造りあわまんじゅう
は、その昔、「災害に（遭わ）ないように」
安心して暮らせるようにとの願いを込めて
作られたのが始まりといわれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,700円
まんじゅう三色詰合せ（計15個）
各日先着50点限り

特別提供品
特別提供品

実演

生産者：
坂井 孝行氏

芋に惹かれた男が創り出す、
さつまいもの新たな表現力。芋つくりの
魅力に惹かれて専業農家に転身した
オーナーが土つくりから加工までを
一手に手掛けます。

【埼玉県 川越市・
アンダーグラウンドラーメン】

午前10時30分～午後7時
※ラストオーダーは午後6時30分

営業
時間
※最終日は午後3時終了、
最終日のラストオーダー午後2時30分

おやすみ茶屋



※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。 

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、
10月2日（火）まで

休まず営業いたします。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

◆地階＝食料品

※写真は
一例です。

数量限定

松戸市の人気のパン屋さん 【   　　　　　　　　】

〈資生堂〉

●その他参加ブランド

※一部の商品は数に限りがございます。◆2階＝化粧品ポイント

Present
期間中、〈イビサ〉商品を
お買上げのお客様に
オリジナル粗品を差しあげます。

Present
期間中〈ベーリング〉ウォッチを
お買上げいただいたお客様に
ノベルティを差しあげます。
※数に限りがございます。

ポイント ポイント〈ワコール〉
◆3階＝ワコール

〈いけだ書店〉

秋のお彼岸期間限定販売会

今週の
イチ美味

◆4階＝いけだ書店

はくだけで、たるみを
引き上げて美しいシルエットを
キープ。クロスウォーカー
機能付。

書籍お買上げでまるひろMクラブカードポイント＋2ポイント
※一部ポイント除外の商品がございます。

SUHADA
肌リフトSTEP
・・・・・・・・・・・・・・・6,048円から

4ポイント4ポイント

※写真はイメージです。

カタログギフト
◆4階＝ギフトプラザ
ご年齢、ご性別、ご趣味
を問わず、手にした
どなたにも「選ぶ楽しさ」
と「欲しいものを
見つける喜び」を、真心
を込めてお届けできる
上質なカタログギフト。

ボブを楽しみたい方むけ、
カールスタイルのハーフ
ウィッグです。

先進の肌サイエンスでアプローチ
する美容液とベーシックケアを
ラ・クレームにセットした限定キット
をご用意しました。

ラベンダースクワラン＆海の宝石セットで
いやしのスキンケアタイムを。 人気のミストラル

シリーズの新作を
ご紹介いたします。

〈東京西川〉エアー
◆4階＝寝具

4ポイント 4ポイント〈フォンテーヌ〉
９月の新作
◆2階＝ウィッグ

〈シャルル
ジョルダン〉
秋の新作ご紹介

◆2階＝
　ハンドバッグ

「睡眠負債」対策としてマットレスや枕の重要性は年々
高まっています。「睡眠時間」の確保と同時に「睡眠の質」
を高め、身体にあった寝具を選ぶ
ことが大事です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82,080円
エアーSi（レギュラー）

・・・・・・・64,800円
クレ・ド・ポー ボーテ ラ・クレーム
限定キット（セット７品） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

ラベンダースクワラン＆
ラベンダー海の宝石セット

15,120円

ショルダー
バッグ
（22×25×13cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・41,040円から

エアーマットレス
シリーズ

・・・・・・・・・162,000円
H30SP

秋の新作バッグをご用意いたしました。
新しい装いをお楽しみくださいませ。

各メーカーの専門
スタッフが足型を
測定してご購入の
アドバイスをいた
します。

デンマーク発祥の〈ベーリング〉の取り扱いを
新たに始めました。シンプルなデザインを

中心に取り揃えております。 上尾店初開催。
自然素材を使い、
着心地にこだわった
ナチュラルな
おしゃれと
暮らしを楽しむ
セレクトショップ
です。

〈イビサ〉製品のお手入れ・修理のご相談を承ります。

秋の〈イビサ〉フェア
◆９月１９日（水）～２３日（日・祝）

◆２階＝ハンドバッグ

〈イビサ〉アドバイザー来店
◆９月１９日（水）～２2日（土）
午前１０時～午後７時

無料足型測定会

〈銀座ヨシノヤ〉
コンサルティングフェア

◆９月１９日（水）・２２日（土） 2日間限り
◆２階＝婦人靴

   

※左記以外のカードでのお支払いは対象外となります。
※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかとなります。
※対象商品は一部除外もあります。詳しくは係員におたずねください。

■9月19日（水）～30日（日） ■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。 ※対象売場は販売員におたずねください。
期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用になる場合、分割手数料はまるひろが負担いたします。

まるひろMクラブカード［クレジット機能付］、
スターカード（リーダース・チェリー）、アトレMクラブカード

キャンペーン
対象カード 

手提げ
（ナイロン×バッファロー革）

・・・・・・・・・・・・・・・36,720円 ウォッチ
（ケース：ステンレス
スチール／３気圧防水／
クオーツ）

・・・・・・・・・・・・・・19,440円

【東京都・浅草梅園】
あんみつ（1個）・・・519円・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

野菜のうま煮（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・306円

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

【魚力】〈セイシェル・
インド洋産他〉
キハダマグロ
（100g当り）・・・350円

【魚力寿司】海幸すし
（1パック）1,090円

【龜屋】おはぎ（つぶ・こし／各2個）・・・・・・・346円

〈茨城県産他〉アールスメロン
（1個入・1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

フルーツ詰合せ（1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

お楽しみ袋（１袋） シベリア（１個）
・・・・・・1,080円

【石川県・松葉屋】
月よみ山路 栗むし羊羹
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・751円

〈ハーバー〉

オ シ

〈ベーリング〉
オープニングフェア

◆９月１９日（水）～30日（日） ◆2階＝時計

〈ラパセリ〉
期間限定ショップ
◆９月１９日（水）～２５日（火）

〈最終日は午後５時閉場〉

 ◆２階＝エンジョイスペース

まるひろMクラブカード・アトレMクラブカード・
まるひろスターカードのいずれかをご提示ください。 ポイントアップフェアまるひろMクラブカード

●9月19日（水）～23日（日・祝）
●2階＝化粧品・ウィッグ／3階＝ワコール／4階＝いけだ書店・リビング

通常のポイントにプラス2ポイント、または4ポイント。

・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】とうもろこしの
香ばし揚げ（6個）

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円
サクラ印 純粋はちみつポリ
（700g）

・・・・・・・798円
【魚力】〈クロアチア産〉本まぐろ中とろ
（養殖・解凍／100g当り）

全品3割引
岩手県産南部どり・合鴨
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　500円
〈栃木県産他〉なし（4個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100円

〈北海道産〉
ブロッコリー（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各349円

【塩干コーナー】杉永蒲鉾あげだし・
お魚ステーキ・いわしあらびき
（各１パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
【デリカ味彩】ふっくら真あじの
大葉フライ（8個）

・・・・・・・・・・540円
【魚力】〈アルゼンチン産〉
刺身用赤えび（8尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
日本ハム シャウエッセン
（127g×2・1束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（各1枚）各1,280円
国産牛（交雑種）サーロインステーキ用
（約170g）・ロースステーキ用（約190g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円
フジパン 本仕込食パン
（6・8枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279円
でん六 小袋ミックスナッツ
（145g）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  449円
米又 米又の水ようかん（190g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
丸広一等粉使用ソフトパン粉
（230g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　500円
〈山梨県産他〉種なし巨峰（1房）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 459円
ネスカフェ ゴールドブレンド
（80g＋10g）

20 木 21金

青 果

99
円
均一

99
円
均一

●〈群馬県昭和村産〉（産地直送）
小松菜（1袋）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200点限り

●〈山形県産他〉にら（1束）
お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着200点限り お1人様２点限り

お1人様2点・先着500点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100円

〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）高原レタス

お1人様2点・先着700点限り

お1人様8点・先着1000点限り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100円
〈青森県産他〉サン津軽りんご（1個）
お1人様5点・先着1500点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
【デリカ味彩】フライ・コロッケ各種
（1個）

329円森永 北海道バター（200g）

・・・299円味の素 ほんだし（160g）
540円

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン（600g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円
【魚力】〈宮城県産〉穴子蒲焼
（2尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引
銘柄豚（指定銘柄豚に限る）
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

●〈長野県産〉ぶなしめじ（1袋）
お1人様2点・先着100点限り

●〈青森県産〉泥ごぼう（カット）
（1袋）お1人様2点・先着200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300点限り

先着60点限り
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手みやげに、お供えに。 ◆9月19日（水）～25日（火）
◆地階＝諸国銘菓

◆9月19日（水）～25日（火） ◆9月22日（土）
　～24日（月・振）

◆9月19日（水）・20日（木）限り

◆9月25日（火）まで
◆地階＝特設会場

各日先着100点限り

【岐阜県・新杵堂】
栗きんとん
（６個入）・・・・・・・・・・1,642円

各日先着50点限り

【東京都・塩瀬総本家】
志ほせ饅頭
（9個入）・・・・・・・・・・1,188円

【浦和・菓匠 花見】
白鷺宝詰合せ
（12個入）・・・・・・・・1,415円

【東京都 亀戸・船橋屋】
くず餅
（24切入・１箱）・・・・・・・761円

各日先着60点限り
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菜

ポイント
まるひろ
Mクラブカード

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※各日数に限りがございます。※各日数に限りがございます。

※9月21日（金）～23日（日・祝）の販売※9月21日（金）～23日（日・祝）の販売

【魚力】【魚力寿司】は
9/22●限り土

【梅園】おはぎ（つぶ・こし・きなこ／各1個）・・・195円
［地階＝特設会場］ ※ポイント除外となります。

くりーむ工房　　　　　 新登場
食パン、シフォン
ケーキ等が入った
お得な詰合せ
セットです。

昔ながらの懐かしい
味、水羊羹とホイップ
クリームをサンドした
カステラケーキ。

まるひろ分割払い
無金利開催！

期間限定！！ 手数料はまるひろ百貨店が負担します。 

無金利！キャンペーン

〈アサヒメディカル
ウォーク〉

各日 午前１1時～午後１時／
午後２時～午後５時

 ※ポイント除外となります。

１９水

22土

（1個）


