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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」

上 尾店

まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。

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11/8

薩摩切子販売会
◆11月11日（日）まで

◆2階＝エンジョイスペース

◆11月8日（木）～12日（月）
　〈最終日は午後5時閉場〉
◆6階催場

薩摩切子を現代の器として、
その意匠・製法を参考にしながら再現しました。
①矢来・菊・かごめ 
水割りグラス（コバルト
ブルー）・・・・・21,600円

③菊星徳利
・・・・・・・・・・・・・324,000円

②菊かごめ蒸水酒
（青）

（赤）

・・・・・・・・・・70,200円
・・・・・・・・・・75,600円

①
③

●②

クイーンサイズバーゲン

・・・・・・・・・・・・・・7,560円ニット
・・・・・・・・・7,560円スカート

3,240円／3,996円
牛革シューズ各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
有名ブランド パンツ各種

◆12月17日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉 ◆6階催場
お歳暮ギフトセンター本日8日（木）オープン！

お買上げ特典 ◆11月30日（金）まで 乗り換えキャンペーン ◆12月17日（月）まで
期間中、お歳暮ギフトセンターにて

10,800円以上お買上げの、まるひろ友の会・
Mクラブカード・スターカード（リーダース・チェリー）
各会員様、全店合計先着5,000名様に
「まるひろオリジナルトートバッグ」

を差しあげます。
※なくなり次第終了となります。

期間中、2018年の
他社ギフト申込書をご持参の上、

新規にお歳暮ギフトセンターにて10,800円以上
お買上げでご配送のお客様に

「まるひろポイント1,000ポイント」を
プレゼントいたします。
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

おせち・ケーキの電子カタログはこちらからご覧いただけます。➡

※お品代はご予約の際、または12月14日（金）までにご来店にてお願いいたします。
※数に限りがございますので、お早めにご予約くださいませ。

ご予約受付

12月23日（日・祝）・24日（月・振）〈各日午前11時から〉お渡し
12月14日（金）まで

クリスマスケーキ ◆ 地階＝名店

・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈ハイアット リージェンシー 東京〉
ディアマン ノワール（直径約15cm） ・・・・・・・・・・・・5,400円

〈マテリエル〉モン・モランシー
（長さ約7×18cm）

5,400円
〈アニバーサリー〉クリスマス
ドリーム（直径約16cm）

3,780円

〈アンジェリーナ〉モンブラン・
ドゥ・ノエル（直径
約15cm）

4,320円

〈ドゥデ・ノーダン〉
ボージョレ・
ヴィラージュ・
ヌーヴォー2018
【2014年
トロフィー
リヨン大賞受賞
木箱入】
（750㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
〈ドゥデ・ノーダン〉ボージョレ・ヌーヴォー2018
【さくら草ラベル】（750㎖）

3,456円

〈エディアール〉
ボージョレ・
ヴィラージュ・
プリムール 
キュヴェ・
トラディション・
オーガニック
2018
（750㎖）

「高級食材店
エディアールセレクト」
有機葡萄の確かなコク。

プラムやブルーベリー
などの香りと果実味、
切れのある酸味です。

1849年創業の伝統あるメゾン。
さくら草をデザインしたまるひろオリジナルラベル。

ご予約特典
11月11日（日）まで
解禁日販売価格より300円引きにて承ります。
◆地階＝和洋酒 ※表示価格は値引き後のお値段です。

ボージョレ・ヌーヴォー、クリスマスケーキ ご予約承り中！

まるひろ
オリジナル

11月15日（木）解禁日に
お届けします。
2018 ボージョレ・
ヌーヴォー

20点限り

11/8●限り
オープニング
サービス

木

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店「まるひろ」で。

Kobaton

 2018 まるひろのお歳暮
彩の国から冬の贈り物

半期に一度の

防寒アイテム限定お買得

限定お買得品

期間限定ショップ〈浅草コレクション〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円
ダウンコート各種

20点限り

・・・・・・・・・・16,200円
　有名ブランド
コート

5,940円
　婦人靴各種
（浅草牛革）

New

New

同時開催 大きいサイズの
インナー・ナイティバーゲン



※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 まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

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

※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。

99円均一セール99円均一セール

・・・・・139円

ヤマザキ
ロイヤルブレッド
（6枚・8枚切）・・・・・・・299円

にんべん
フレッシュパックソフト
（4.5ｇ×８袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・450円

【デリカ味彩】
広島産カキフライ
（8個）・・・699円

【塩干コーナー】
〈韓国産他〉さわら
西京漬（3切）

・・・1,000円

〈国内産〉黒毛和牛
霜降り切り落し肉
（100ｇ当り） ・・・・・・・599円

紀文
紀文の季節
（12種22品）

580円

【魚力】〈宮城県産他〉
蒸しカキ
（生食用／７粒）

・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【塩干コーナー】
〈アメリカ・ロシア産〉
縞ホッケ開き
（1枚）

・・・・・・・・199円

【デリカ味彩】
南部どり唐揚
（100g当り）

・・・・各299円

キッコーマン
特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ
（各1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

【魚力】〈アメリカ産他〉
紅鮭スモークサーモン
（生食用／100ｇ当り）

全品2割引

群馬県産氷室豚
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・5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 全品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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

〈熊本県産〉太陽の雫
みかん（不揃い／大袋）
お1人様2点・先着100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100点限り

●〈新潟県産〉
エリンギ（1パック）
お1人様2点・先着200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

●〈埼玉県産他〉
きゅうり（2本）

●紀文 玉子とうふ
（65ｇ×3）

●明星 一平ちゃん
夜店の焼そば（1個）

●国産若鶏もも肉
（100ｇ当り）

●〈国内産〉
豚もも切り落とし肉
（100ｇ当り）

●ギンビス
アスパラガス（135ｇ）・
東ハト
ハーベストセサミ
（8包入）

●ＳＢ 本生生わさび
（43ｇ）・しょうが（40ｇ）・
和からし（43ｇ）

お1人様4本・先着600本限り

お1人様1点・先着50点限り

オープニング大特価

【アンデルセン】
埼玉県産素材コラボパン

超音波アロマ
ディフューザー
（連続使用時間：
約3時間／
適用床面積：約6～8畳／
4段階タイマー付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,890円

〈埼玉県産〉地場野菜フェア

彩の国グルメ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・439円
サイボクハム ポークウインナー
（145g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円
宮城県産サイボク豚もも切り落とし肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円
宮城県産サイボク豚小間切れ肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円埼玉県産豚肉メンチ（1個）
・・・・・・・・・・・238円埼玉県産里芋コロッケ（3個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　799円
特製サイボク豚生姜焼き弁当
（1パック）

・・・・・・・・・・54,000円

ダウンアウター含む
ウェア7点以上
（男・女／
各サイズ：90～150cm）

・・・・・・・・・・32,400円

防寒アウター含む
ウェア5点以上
（男・女／
各サイズ：80～150cm）

・・・・・・・・・・・・・・5,400円

男の子・女の子
（サイズ：80・90・100・
110・120・130cm）

399円

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（グリーン）（4個）

お1人様2点・先着100点限り

お1人様１ケース（６本）限り

※数に限りがございます。

※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。

◆11月8日（木）～14日（水） ◆地階＝食料品

※ポイントサービスは対象外となります。

◆11月8日（木）～13日（火）
◆地階＝特設会場

11月14日（水）は
「埼玉県民の日」 フェア

① ② ③

×

11/8木

8木

9 金

８日（木）限り ９日（金）限り

稲荷
詰合せ
（稲荷×3個・
のり巻×4切）
・・・・・・・460円「生」食パン（1本・2斤）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　864円

※ご予約後のキャンセル・
サイズ変更・返品はお受け
できませんのでご了承ください。
※数量限定につき、無くなり
次第終了とさせていただきます。
※写真は女の子です。

〈ミキハウス〉
◆ご予約受付中！ 
◆4階＝ミキハウス
◆お渡し：
12月20日（木）から
順次

〈ムージョンジョン〉
2019年 新春福袋

◆予約受付：１２月２０日（木）まで店頭のみ
◆4階＝ムージョンジョン

◆お渡し：１２月２６日（水）～３０日（日）

〈無印良品〉おすすめ商品
◆１階＝無印良品
超音波で発生させたミストが、香りを
効果的に拡散させます。
ライトをつければあかりとしても楽しめます。
クリスマスギフトにおすすめです。
（無料のギフト包装承っております）

ストレージ
BOX付

①花園はちみつパン（1個）・・・346円
②狭山茶クリームパン（1個）238円
③川越いもブレッド（1本）・・・・・270円

行田市【金沢製菓】 さいたま市【乃が美】
１０日（土）・１１日（日）限り
熊谷市・妻沼【聖天寿し】
※各日午前１１時からの販売

先着200点限り

各日先着10点限り

先着300点限り10●土 先着250点限り11●日

日高市・埼玉種畜牧場 【サイボク】フェア

540円嬉野番茶（100g）

540円
嬉野番茶（200g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
小城羊羹
（280g）

　いがまんじゅう
（つぶ）
（こし）
（各3個入）各360円
　塩あん餅（びん）
（2個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　330円先着80点限り

先着100点限り

先着80点限り

【デリカ味彩】のお弁当・お惣菜
埼玉県の材料などを使用！

佐賀県【うれしの茶園】

オープニングサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100円
〈北本市産〉亀戸大根
（1袋）

通常の大根より細く小ぶりだが色白でキメ細かく
甘味と苦みが絶妙に調和し
葉も食べられるのが特徴です。
今は殆ど市場に出回っていない
「幻の大根」と呼ばれる品種を
北本市で復活させました。

上尾近郊の地場野菜を多数取り揃えました。

先着100点限り

10日（土）限り 亀戸大根試食販売実施予告


