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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）

※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。

10月20日（土）・21日（日）の2日間 川越まつり開催に伴う川越市内交通規制により、まるひろ川越店の駐車場は、すべてご利用いただけません。ご不便をお掛けいたしますが公共の交通機関をご利用くださいませ。川越店からのお知らせ

秋の◆10月10日（水）～16日（火）
◆4階催場〈最終日は午後4時閉場〉

【札幌市・札幌バルナバハム】
農家のベーコン
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,458円

【旭川市・南部】チーズ
さきいか（180g）・おしゃぶり
するめ（100g）・・・・・・各1,080円

【札幌市・壮大】
いかめし
（1杯）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

【小樽市・広大】
スペアリブ煮込み
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

【石狩市・ばかうまや】
半身揚げ
（半身）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

【室蘭市・蘭々菜館】
もちぷり丸餃子（豚・チーズ／
冷凍／各10個入）・・・・・・・・・・972円

【小樽市・木の屋】
ネギ・トロロ飯
（75g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

【旭川市・イワシタ】
海藻サラダ（300g）・ミックス
サラダ（130g）・・・・・・各1,080円

【弟子屈町・
くりーむ童話】
ベリーベリー
みるく
ソフトクリーム
（1個）・・540円

【札幌市・自然村フーズ】
ミネラルウォーターの源
（100g／1ℓ用）・・・・・・・・・1,944円

【ジョリクレール】
ロールケーキの切れ端
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・500円

【エチュード】
お昼ねプリン
（80ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・310円

【もりもと】
お楽しみ袋
（6種入）・・・・・・・・・・・・・・・981円

先着60点限り 先着50点限り先着14点限り

※数に限りがございます。

　【札幌市・石屋製菓】
白い恋人（12枚入）・
美冬（6個入）・・・・・・各762円

　【札幌市・きのとや】
札幌農学校
（12枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

　【帯広市・六花亭】
マルセイバターケーキ
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・670円

　【苫小牧市・食北】
北の米粉ロール
（プレーン／1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,720円
北の米粉シフォン
（プレーン／1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円

　【函館市・ペイストリー
スナッフルス】
チーズオムレット
（8個入）・・・・・・・・・・・・・1,296円

日替り特別頒布品 各日午後2時からの販売
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【札幌市・ロイズ】

ポテトチップチョコレート
［新じゃが］（190ｇ・1箱）・・・778円

生チョコレート
［ジャンドゥーヤ］
（20粒入・1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・778円

季節・数量限定品

季節・数量限定品

よりどり3本

北海道物産展 後援=（一社）北海道貿易物産振興会・
（公社）北海道観光振興機構・（一社）千歳観光連盟・
函館市・旭川市・帯広市・釧路市・札幌市・小樽市 
※当会場内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。品切れの際はご容赦くださいませ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各650円

【函館市・函館カネニ】
シマホッケ・宗八カレイ・サバ
（各1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円

【積丹町・海のや】
海のや弁当
（1折） ・・・・・・・・・540円

天然がごめとろろ昆布
（根昆布入り／50g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【函館市・梶原昆布店】
天然がごめおぼろ昆布
（35g）

オープニングサービス
かむい弁当（1折）

・・・・・・・・・1,080円
先着50点限り

10 水

実演

【函館市・橋本食品】
匠の塩辛
（100g当り）

【札幌市・サッポロ
ビール】
クラシックビール
（350㎖×6缶）

1,316円

【札幌市・日本酒精】
千歳鶴 特別純米
ひやおろし
（720㎖）・・・・・・1,296円

実演実演

実演 実演 実演

※お買得コーナーにて販売

〈帯広市産〉じゃが芋（北あかり）
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　250円

【壮大】海鮮煮詰合せ
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

【函館カネニ】シマホッケ・
サバ・にしん・カレイ

1,100円

〈今金町産〉男爵芋（Lサイズ／約3kg・1箱）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　800円

〈森町産〉（山本農園）かぼちゃ
（1/2カット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　300円

〈東川産〉ななつぼし（5ｋｇ）1,980円
大納言小豆（500g）・・・・499円

普通小豆（500g）・・・・・・・399円
大正金時（500g）・・・・・・・499円

〈今金町産〉男爵芋（Lサイズ／約6個・1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　300円先着200点限り

先着200点限り

先着200点限り

先着200点限り

〈北見市産〉たまねぎ（Lサイズ／約3kg・
1ネット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　500円先着200点限り

各日先着50点限り

【食北】
北の米粉シフォン4種セット
（4個入） 1,000円先着30点限り

【小樽かね丁鍛治】
ふっくらホタテ
（150g）【藤井】

東川産ななつぼし
（2㎏）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【山下食品】佃煮各種
（1パック） 399円
【梶原昆布店】とろろ昆布
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

【ほそかわ】甘納豆
（金時・小豆・福白金時／各180g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

【北菓楼】
開拓おかき各種
（170g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・441円

【おが和】甘露煮各種
（1パック） 430円
【坂口製粉】
パンに塗るきな粉
（135g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【占冠村振興公社】
乾燥しいたけ（130g）・スライス
しいたけ（80g）・・・・・・・・・・各648円

【布目】本数の子黄金松前
（230g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　890円

【はこだてわいん】
無添加ワイン各種
（720㎖） 2,160円

【橋本食品】
数の子松前漬
（200g） 1,080円
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14日

【札幌市】牛乳かりんとう
ご来場記念 プレゼント

お1人様1点・先着100点限り

お1人様1点・先着100点限り

【自然村フーズ】完熟トマト
ジュース（1ℓ）・・・・・・・・・・・1,620円

【くりーむ童話】北海道
みるくソフトクリーム（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　300円先着50点限り

13土

【函館市】がぎゅうさんの
ばたーあめ

ご来場記念 プレゼント

【木の屋】たこ昆布
（80ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　432円先着50点限り

【梶原昆布店】天然がごめ
とろろ昆布（根昆布入／70g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　540円
12金

ご来場記念 プレゼント
【函館市】がぎゅうさんの
ばたーあめ

【釧路市】まりも羊羹
ご来場記念 プレゼント

お1人様1点・先着200点限り

お1人様1点・先着100点限り

【札幌バルナバハム】おうちで簡単牛
生ハムユッケ（56ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・540円先着30点限り

【梶原昆布店】函館産
だし用根昆布（300g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円先着50点限り

14日

【札幌市】牛乳かりんとう
ご来場記念 プレゼント

お1人様1点・先着100点限り

青果日替りお買得青果日替りお買得

新物30年度入荷しました！
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先着20点限りよりどり３枚

【北斗市・松田商店】

【東川町・
ＪＡひがしかわ】

先着50点限り

先着30点限り

1,620円先着30点限り

先着150点限り 先着70点限り 先着40点限り

お1人様1点・先着50点限り

【ストー】
ほたて貝柱水煮割肉
（40ｇ×2）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
お1人様1点・先着120点限り

【よつ葉】北海道十勝
100カマンベール
チーズ（100ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円
お1人様1点・先着40点限り

10/10水 16火7日間限定お買得品7日間限定お買得品

※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。

まるひろ限定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・591円

オープニングサービス
塩数の子（300g）

・・・・・・・・・1,080円
先着50点限り

10 水 オープニングサービス
日高カット昆布（250g）

・・・・・・・・・・・・・・1,080円
先着100点限り

10 水

会場でしか味わえない職人技の味。会場でしか味わえない職人技の味。函館朝市の元気一番店です。函館朝市の元気一番店です。積丹の新鮮な魚介類をふんだんに！積丹の新鮮な魚介類をふんだんに！ おぼろ昆布は
職人が

がごめ昆布を
丁寧に手すきで

丹念に削り上げます。

昭和33年創業の
函館朝市で有名な
函館カネニが

今回も人気の商品を
多数取り揃えました。

【小樽市・小樽かね丁鍛治】
ふっくらほたて
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・1,296円

【小樽市・小樽飯櫃】
たこザンギ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,167円

数量
限定！



※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。 

◆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

※本券は、商品券など各種金券類の購入、チケット、たばこ、収入印紙等、および、まるひろポイントがご利用
　いただけない売場、そのほか店舗の指定する商品にはご利用いただけません。

『まるひろポイントプレミアムお買物券
1,100円分』ご利用店舗

●川越店 ●飯能店 ●東松山店 ●入間店 ●上尾店 ●坂戸店 
●日高店 ●ららぽーと富士見店

■交換された『まるひろポイントプレミアムお買物券1,100円分』は、その日からまるひろでの
　お買物にご利用いただけます。

通常1,000円分のところ
100円もおトクです！

永久不滅ポイント

200ポイント
まるひろポイント
プレミアム
お買物券 1,100円分期間中

交換場所

●まるひろMクラブカード（クレジット付） ●スターカード（リーダース・チェリー） 対象カード

交換期間 10/18 21木 日

■交換は「本カード名義ご本人様」のみとなります。家族カードでの交換はできませんのでご了承ください。

お買物券
ご利用
有効期限 1/31木まで

2019年

●4階＝サービスカウンター（午後6時まで）

東松山店
2,000枚
限定発行！

まるひろMクラブカード会員様

永久不滅ポイント『まるひろポイント
プレミアムお買物券』交換キャンペーン

予 

告

0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

東松山店は、年内は
休まず営業いたします。

旅の出会いや発見を
足元からサポート。軽量・機能性
ウォーキングシューズです。

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【塩干コーナー】かねふく 辛子明太子
（切子／100g当り）

・・・・・・・・・・・・3割引
ハーゲンダッツ
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99円
〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）

・・・・・・・500円

【東信水産】
〈日本船・太平洋産他〉
メバチまぐろ柵
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

サトウ 
切り餅パリッとスリット
（1ｋｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ
（1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　99円

国産若鶏もも肉
（100g当り）

10/10水

お1人様2点・先着300点限り

先着60㎏限り

お1人様4本・先着800本限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【デリカ味彩】広島県産カキフライ
（7個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
マルコメ 京懐石
（750ｇ）

10%OFF
【ボヌール】店長のオススメサラダ厳選2品
（100g当り）店頭表示価格（税抜）より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　399円
〈ニュージーランド産〉キウィフルーツ（グリーン）
（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　480円

【東信寿司】
さば棒寿司
（1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

近藤乳業 
酪農牛乳
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・79円

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り） ・・・・・・179円

国産豚ロース生姜焼
※銘柄豚は除く

（100g当り）

11木

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100点限りお1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円
河村屋 白菜漬
（250ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【塩干コーナー】〈ノルウェー産〉
骨とりさば西京漬（3枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410円
【こだわりや】のり佃煮
（個別パック／10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　399円
高崎ハム 焼豚
（約270g）

・・・・・・・・・・・・・・・・598円

【東信水産】
〈チリ産〉
甘口銀鮭
（3切） 299円

にんべん　
フレッシュパックソフト
増量
（4.5ｇ×9パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈熊本県産他〉
極早生みかん
（1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈茨城県産他〉
ピーマン
（1袋）

12 金

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
【デリカ味彩】ムラサキいかの
まるごと唐揚げ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　500円【東信寿司】鉄火丼（1人前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円【北京飯店】焼飯（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
〈青森県産他〉早生ふじ
（3個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円
イトーセーブ 新潟ひすいの里コシヒカリ
（5ｋｇ）

・・・・・1,280円

【東信水産】
本まぐろ入
刺身盛合せ
（3点盛） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

ＪＡ全農たまご 
実りの赤たまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈北海道産他〉
だいこん
（1本） ・・・・・・399円

国産牛（交雑種）
小間切れ
（100g当り）

各日お1人様2点・先着200点限り各日お1人様2点・先着200点限り

オープニング特価

秋のトラベルフェア
◆10月10日（水）～16日（火） ◆各階にて開催

◆10月16日（火）まで
◆2階＝婦人服／3階＝紳士服

旅にレジャーに。センスも機能も選りすぐりのセレクション。 まるひろMクラブカード会員様へ
まるひろMクラブカード

ポイントフェア4
※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ポイントに
プラス4ポイントおつけいたします。

■3階＝紳士服

■2階＝婦人服

［紳士服］

［スポーツ・アウトドア］

婦人服
衣料品引取りキャンペーン

◆対象ブランド：
マリサグレース・ストーリー・ミキシングブルー・セシオセラ・
詩仙堂・セラビ

ご愛用いただいた衣料品1点につき

「1,000円のお買物券」とお引換えいたします。

◆引取り期間：10月17日（水）～11月30日（金）
◆引取り場所：対象ブランドショップ内

ご愛用いただいたオンワードの衣料品1点につき
「オンワードグリーンポイント1,000ポイント」と
お引換えいたします。

◆引取り期間：10月17日（水）～11月30日（金）
◆引取り場所：オンワードブランド各ショップ◆引取り期間：10月10日（水）～23日（火）

◆引取り場所：1階＝婦人靴

婦人 紳士

靴・バッグ引取りキャンペーン
お引取りした靴･バッグがエネルギーにかわります。

期間中、ご愛用いただいた靴・バッグをご持参いただくと、1点につき、
靴・バッグ売場でご利用いただける
「500円のお買物券（3枚）」とお引換えいたします。
お1人様最大5点までお引取りいたします。

■お買物券ご利用方法
●ご利用期間：10月10日（水）～11月13日（火）
対象商品のお買上げで5,400円以上10,800円までで2枚、それ以降5,400円
ごとに1枚ご利用いただけます。

■お買物券ご利用方法
●有効期限：10月17日（水）～11月30日（金）
対象ブランドにて5,400円毎に1枚ご利用いただけます。
まるひろ各店の当該売場・ブランドのみご利用いただけます。

■ポイントご利用方法
●有効期限：10月17日（水）～12月10日（月）
オンワードブランドで5,000円ごとに、オンワードグリーンポイント1,000ポイント
ご利用いただけます。オンワードグリーンポイントはまるひろ各店でのみご利用
いただけます。
※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。

※お引取りできないものもございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。

※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。

予告予告

衣料品引取り
オンワードグリーンキャンペーン

※引取りアイテムは婦人・紳士・子供・ゴルフ等の衣料品で最大20点まで
お引取りいたします。

共同企画

【1階＝婦人靴】

ジャージ素材のウールジャ
ケットにカラフルなジャガード
ベストでシックなコーディ
ネートを演出します。
〈エレメント オブ シンプルライフ〉
ジャケット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
ベスト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円
シャツ

パンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円

【3階＝紳士服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円○B

〈ヨネックス〉
ウォーキングシューズ
（22.5～24.5cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円○A

ふんわりとして軽く、ストレッチ
性のある着心地のニット
アウターは、カジュアルシーン
に最適です。

〈マックレガー〉
ニットアウター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円
シャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

【2階＝婦人服】

○A ○B

14日13土 ●

1割
お得な

先着50点限り

各日先着50点限り

先着30点限り

※お申込みは先着順となります。
※ご来店の上、店頭でのお申込みとなります。
※お電話でのお申込みはできません。
※仮装に使う衣装、グッズは弊社にてご用意いたします。

ハロウィン仮装パレード
in まるひろ東松山店

実施日

募集期間

受付場所

募集人数

お問合せ

10月20日（土）
①午前11時から ②午後2時から

募集中
※定員になり次第終了

3階＝子供服レジカウンター
各回20名様（計40名様）
東松山店総務担当

☎0493-23-1111

参加者
募集！

東松山店200セット限定 お１人様１セット限り

※詳しくは、4階＝友の会カウンターまで。

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●友の会カウンターにて販売いたします。

※大人のエンジョイサークル会員の方が
ご購入いただけます。

午前9時40分から午前9時50分の間は
西口店頭にて整理券を配布いたします。

今月は  10月15日（月）  販売！

※セール品は対象外となります。

※＋4ポイントフェアは除外となります。

※小物・パンツは参考商品です。

各日お1人様6点・先着300点限り


