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3/21祝
水

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）

東松山店

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 4月4日（水） ※坂戸店は営業しております。

   ぜひご利用くださいませ。

〈清晨庵〉
武蔵野の春
（1個）

・・・・・・・・・・303円

〈龜屋〉
小江戸の心
（桜）（小江戸
小箱入／2個入）
・・・・・・・・・・303円

〈パブロ〉チーズタルト
（ミディアム／1個）・・・・・850円

◆3月21日（水・祝）～25日（日） ◆1階＝銘店

◆3月21日（水･祝）～26日（月）〈最終日は午後4時閉場〉 ◆4階催場
春のリビング･雑貨バーゲン
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3/21日（水･祝）

〈ダロワイヨ〉オペラ
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

22日（木）

〈鎌倉ニュージャーマン〉かまくら
カスター（さくら）（1個）194円

23日（金）

〈コンコルド〉
エクレールショコラ
（1本）

ティラミスロール
（1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円

24日（土）

〈R.L（エール・エル）〉
ワッフルケーキ
（10個入）・・・・・・・・・・・・・・・1,124円

〈東松山市・なしやさん〉
なしのパウンドケーキ
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

〈石村萬盛堂〉
桜あん入り鶴乃子
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

〈鮎家〉
まぜごはんのもと さくら御飯
（120ｇ／2合炊用）・・・・・・・・・648円

〈野村佃煮〉
菜の花ごはんのもと
（180ｇ／3合炊用）・・・・・・・・・584円

〈伊藤園〉オリジナル抹茶入
玄米茶（200g）・・・・・・・1,620円

〈ロイスピエール〉
狭山茶のパウンドケーキ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

〈銀座コージーコーナー〉
プチセレクション～春菓～
（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,042円

〈ヨックモック〉
シガール オゥ マッチャ
（8本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈ユーハイム〉
さくらリーベスバウム
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈文明堂〉
さくらカステラ
（0.5号／5切入）・・・・・・・・・・・・・675円

〈乃が美〉「生」食パン
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

〈ボロニヤ〉デニッシュ食パン
プレーン（1.5斤）・・・・・・756円

〈神戸トミーズ〉あん食
（1斤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

〈コーナーポケット〉
八ヶ岳のメープルパン
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

〈工藤パン〉イギリストースト
5種（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・173円

25日（日）

フライパン（20ｃｍ）2,700円 マグペアセット・・・・・1,080円
ソースパン（16ｃｍ）2,160円 飯椀セット・・・・・・・・・・・・・1,080円
シチューパン（20ｃｍ）3,240円 ポット茶器・・・・・・・・・・・・・1,620円

〈T-FAL〉
コンフォートマックス
IHステンレス 〈花ちらし〉 （シングル）

・・・・・・・・・・120,000円
（セミダブル）
・・・・・・・・・・140,000円

2台セットで更にお得（シングル+シングル）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円

〈シモンズ〉ツインコレクション
「フラット20」（配達・組立無料） 〈家具インテリア岡本〉

オーダーカーテン
（有名メーカー・有名ブランド・キャラクター）
ブラインド各種（採寸・お見積り無料）

春の銘店
味まつり

春の応援価格にて販売

※数に限りがございます。

※写真はイメージです。

東松山店限定 東松山店限定

先着36点限り

先着100点限り

先着20点限り

先着20点限り 先着36点限り
先着30点限り

先着計150点限り
※

数
に
限
り
が

　
ご
ざ
い
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。

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

※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。

79円

3/21●●祝水99円均一セール99円均一セール
お1人様2点・先着100点限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）

●〈国内産〉若鶏もも肉
（100g当り）
●大塚食品 ボンカレーゴールド
（中辛・辛口／各180ｇ）

●【塩干コーナー】
〈ノルウェー産他〉
塩サバフィーレ
（1枚）

●【デリカ味彩】
塩味枝豆（100g当り）

お1人様6点・先着1200点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）お1人様2点・先着200点限り

●〈埼玉県産他〉小松菜
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

●〈メキシコ産〉輸入アスパラ
（1束） 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200点限り

先着60kg限り

●明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト（78g×4）先着100点限り

先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139円

〈栃木県産〉
とちおとめ（1パック）

国産豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150円

【東信水産】
〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（1切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

JA全農たまご
ピュアテイスト
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

サトウ 
切り餅パリッとスリット
（1ｋｇ）

・・・・・・・・・・・・499円

【塩干コーナー】
〈ロシア産〉
生食用たらこ
（1パック）

・・・・・・・・・199円

【デリカ味彩】
ムラサキいかの
まるごと唐揚げ
（100g当り）

・・・・・1,380円

【東信寿司】
本まぐろ入
握り寿司セット
（10貫入）

・・・・・・・・・・・・・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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
【東信水産】本まぐろ入刺身盛合せ
（3点盛）

〈愛媛県産他〉清見オレンジ
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
〈国内産〉豚ロース肉各種
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,780円
堀商店 魚沼産こしいぶき
（5kg）

・・・・・・・・・・・・・432円
【塩干コーナー】（小木曽商店）
真あじ開き（2枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【東信寿司】本まぐろづくり
（6貫入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
岩下 新生姜ボリュームパック
（150ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・299円
【デリカ味彩】ささみの梅しそ
竜田揚げ（5個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
【東信水産】本まぐろ食べ比べセット
（1パック）

〈沖縄県産〉かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459円
国産牛（交雑種）もも･肩切り落し肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
かどや 純正ごま油
（300g）

・・・・・・599円
【塩干コーナー】〈チリ産〉
はらす醤油漬（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
【東信寿司】本まぐろ入鉄火丼
（1折）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
【デリカ味彩】山菜天ぷらセット
（1パック）

・・・・・・・・580円

【東信水産】
〈静岡県産〉釜揚げしらす
（100ｇ入）

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ（1個）

・・・・・・・・・299円

プリマハム
春巻き各種
（1パック）

・・・・・・・・499円

【塩干コーナー】
〈オランダ産〉
味付け数の子
（140g入）

・・・・・・・・・・・・159円

丸広 枝豆寄せ豆腐
（タレ付）
（250g）

・・・・・・各199円

永谷園 
あさげ・ゆうげ
（各10P）

・・・・・・・・・・・・199円

でん六 
小袋甘納豆
（235g）

150円

・・・・・・・・680円

【東信水産】
〈青森県産〉やりいか刺身
（1パック）

〈熊本県産〉グミニー
ミニトマト（1パック）

各279円

高崎ハム
ロースハムスライス･
ベーコンスライス
（各1パック）

・・・・・・・・249円

【塩干コーナー】
〈沖縄県産〉
一番採りもずく
（1パック）

・・・・・・・・179円

近藤乳業
酪農牛乳
（1000㎖）

各399円

マルハ サバ水煮月花・
サバ味噌煮月花
（各200ｇ×2）

・・・・・・・・・・・280円

【デリカ味彩】
ミニキャベツメンチカツ
（5個入）

299円お1人様2点・先着100点限り お1人様5点・先着200点限り

オープニング特価

先着60kg限り

先着300点限り

お1人様2点限り

23●金 24●土22●木 25●日25●日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・945円

【たごさく】
お花見弁当
（1折） ・・・・・・・・・・・・・・・・550円

【デリカ味彩】
たけのこごはん弁当
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

【東信寿司】
行楽セット
（1折） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円

【北京飯店】
お花見中華弁当
（1折） ・・・・・・・・・・1,814円

【ひびき】
詰合せパック
（10本入）

・・・・・・・・・・4,940円
【和幸】パーティセット
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【デリカ味彩】
オードブル
（1折） ・・・・・・・・・768円

サッポロ 麦とホップ
（350㎖×6缶）

春の
お花見
特集

◆3月21日（水･祝）～25日（日）
◆地階＝食料品

日本橋フェア
◆3月21日（水・祝）
　～27日（火）
◆1階＝
　エンジョイスペース

日本橋の銘店を
特集します。

551円
【愛知県豊橋市・壺屋】
稲荷寿し（1折）先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 460円

【埼玉県熊谷市・聖天寿し】
稲荷詰合せ（稲荷×3・のり巻き×4切
／1折） 先着200点限り

3月27日（火）は旧暦初午予告

◆3月27日（火）のみの販売 ◆地階＝食料品 ※交通事情により入荷が
遅れる場合がございます。 

◆3月21日（水・祝）～27日（火）〈最終日は午後5時閉場〉
◆1階＝エンジョイスペース

●1階＝エンジョイスペース
　にて随時受付中
●各日定員：6名様まで
●所要時間：約45分程度
●参加費：1,944円

癒しの手づくり市　
「桜井ケンイチ氏による陶人形絵付け体験」～塗ってつくろう！こま犬こま猫～

※ご利用の2日前までにご予約ください。

第2弾


