
●東松山店 5月の店休日のご案内 　　　26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。

新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や臨時休業をする場合がございます。

店舗＆従業員の取り組みお客様へのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとお願い

お客様同士、適度な距離を
保ってのお買物のお願い 

少人数でのご来店入店時の手指の消毒お客様へマスク着用の
お願い

マスク着用と
検温を実施します

定期的な換気と
消毒を行います

いつもより距離をとって
ご対応します

現金・カードはトレーにのせて
お預かり、お渡しいたします

混雑時には3つの密回避
のため、入場制限を実施

釧路和商市場のカニ専門店が
初出店！！

5/5 祝
水

2021

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）

北海道物産展
◆5月5日（水・祝）～10日（月）
◆4階催場〈最終日は午後4時閉場〉 初夏の

カニホタテ弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・本体価格1,200円（税込1,296円）

【釧路市・カネシマ嶋田商店】
嶋田弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・本体価格1,850円（税込1,998円）

【函館市・カネニ】
真ホッケ・
宗八カレイ・サバ
（各1枚）

・・・・・・本体価格各649円
（税込各701円）

【札幌市・佃善】
じゃが豚
（12個入）

・・・・本体価格1,000円
（税込1,080円）

【函館市・
梶原昆布店】
真昆布おぼろ
（50ｇ）

・・・・本体価格1,000円
（税込1,080円）

【小樽市・小松食品】
つぶ甘露煮
（100ｇ）

・・・・・・・・・・本体価格700円
（税込756円）

【小樽市・
小樽飯櫃】
たこザンギ（6個入）
・・・・本体価格1,080円

（税込1,167円）

【札幌市・
春雪さぶーる】
北海道ハヤキタ
ファクトリー
行者ニンニク入り
ソーセージ（205ｇ）
・・・・本体価格1,200円

（税込1,296円）

【札幌市・
キッチンアクティブ】
坊ちゃんカボチャ
グラタン（1個）
・・・・・・・・・・・本体価格880円

（税込951円）

【旭川市・諸国名産
珍味南部】
チーズさきいか
（160ｇ）・
おしゃぶりするめ
（100ｇ）

本体価格各1,000円
（税込各1,080円）

【小樽市・木の屋】
漁師の力めし
（75ｇ）
・・・・本体価格1,200円

（税込1,296円）

【千歳市・
POTATO FARM】
じゃがポックル
（18ｇ×10袋）

・・・・・・・・・・本体価格820円
（税込886円）

【旭川市・イワシタ】
海藻サラダ
（270ｇ）
・・・・本体価格1,000円

（税込1,080円）

【札幌市・ロイズ】
①生チョコレート［オーレ］（20粒入・1箱）・
②ポテトチップチョコレート［オリジナル］
（190g・1箱）・・・本体価格各720円（税込各778円）

【札幌市・ISHIYA】
白い恋人（12枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格780円（税込843円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800円（税込864円）

【帯広市・六花亭】
マルセイバターサンド（5個入・1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格648円（税込700円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格630円（税込681円）

本体価格1,019円（税込1,101円）

【カネニ】真ホッケ・宗八カレイ・
サバ・ニシン（よりどり3枚）

先着20点限り

本体価格1,000円（税込1,080円）
【梶原昆布店】日高カット昆布（220ｇ）
先着50点限り

本体価格778円（税込841円）
【清月】赤いサイロ（5個入）
お1人様1点・先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格400円（税込432円）
【松田商店】普通小豆（500ｇ入）

5/5 オープニングサービス㊌㊗

釧路和商市場のカニ専門店が
初出店！！

先着30点限り

①
②

美冬（みふゆ）（6個入） マルセイバターケーキ（5個入・1箱）

実演

実演

北海道の
名産品を
集めました。

どさんこ
コーナー

5/5 祝水

・・・・・・・・・・本体価格926円（税込1,001円）
【キッチンアクティブ】スタッフドポテト（4個）
先着30点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格400円（税込432円）
【木の屋】梅ちりめん（80ｇ）

先着30点限り

6 木

本体価格500円（税込540円）
【梶原昆布店】がごめとろろ昆布（根昆布入り／65ｇ）
先着50点限り

本体価格1,000円（税込1,080円）
【小松食品】北海道産たらこん（200ｇ）
先着50点限り

7金

・・・・本体価格2,080円（税込2,247円）
東川産ゆめぴりか（5kg入）先着30点限り

本体価格各500円（税込各540円）
【松田商店】大正金時・大納言小豆（各500ｇ入）
先着各50点限り

8土

本体価格1,000円（税込1,080円）
【梶原昆布店】函館産だし用根昆布（280ｇ）
先着30点限り

本体価格400円（税込432円）
【春雪さぶーる】北海道ハヤキタファクトリーあらびきウインナー
（105ｇ）先着20点限り

9日

◆5月9日（日）まで
◆5月5日（水・祝）～18日（火）
◆3階＝エスカレータ横特設会場

母の日ギフトコレクション

・・・・・・・・・・・・本体価格5,000円
（税込5,500円）

有名ブランドエプロン

【4階＝エプロン】

素材はドライタッチの
ポリエステル、
涼やかな素材感で
伸びやかで瑞 し々い
草花・柔らかな
カラーリングがポイントです。

・・・・・・・・・・・・本体価格13,000円
（税込14,300円）

〈uchino〉
マシュマロガーゼ 
シャツワンピース
（カラー：ライトピンク・
ホワイト／M・L）

【4階＝寝具】

軽くてやわらかいマシュマロ
ガーゼ。通気性にも優れて
いるため旅先で過ごすのにも
最適です。

夏の紳士カジュアルバーゲン

◆5月12日（水）～18日（火）
〈最終日は午後5時終了〉

◆1階＝エンジョイスペース

〈シックスパッド〉
期間限定販売会

この季節に最適な、カジュアルウェアや
小物、ジャケット、スラックスなど
特別価格にて取り揃えました。

足を乗せている時間が、
歩く力のトレーニングになる。
左右の足を乗せると
足裏から通電し、ふくらはぎ
を中心にアプローチ。

本体価格1,000円（税込1,100円）
メンズベルト
20点限り

本体価格1,000円（税込1,100円）
メンズカジュアルシャツ
20点限り

本体価格2,000円（税込2,200円）
メンズパジャマ
20点限り

特別限定品

・・・・・・・・本体価格36,800円
（税込40,480円）

Foot Fit

予告

初
出店

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・（一社）札幌物産協会・（一社）旭川物産協会・
（一社）小樽物産協会・（一社）帯広物産協会・（一社）函館物産協会
函館市・旭川市・帯広市・釧路市・札幌市・小樽市

※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。 
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。 
※天候や交通事情により入荷が遅れる場合がございます。 
※ポイントサービスの対象外となります。
※都合により、店舗の出店が休止となる場合がございます。

※写真はイメージです。

先着30点限り 先着30点限り



※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。※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。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

・・・・本体価格98円（税込106円）

〈グアテマラ産〉
バナナ（1袋）

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈長崎県産〉
ブロッコリー（1個）

本体価格398円
（税込430円）

〈アメリカ産〉ネーブル
オレンジ（ピュアスペクト）
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【東信水産】
〈宮城県産〉
金目鯛開き（2枚）

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

【魚力】〈北海道産他〉
ほたて貝柱（刺身用・
解凍／100g当り）

・・・・・・・・・本体価格258円
（税込279円）

プリマハム 香薫あらびき
ポークウインナー
（90gx2・1束）

・・・・・・・・・本体価格368円
（税込398円）

【肉処せんや】
〈国内産〉牛肉
小間切れ（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

リプトン 
イエローラベル 
ティーバッグ（50パック）

・・・・本体価格各208円
（税込各225円）

明治 おいしい牛乳・
おいしい低脂肪乳
（各900㎖・1本）

食料品 まるひろ各店共同企画 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場

オープニングスペシャルサービス

お1人様2点・各店先着200点限り

本体価格280円（税込303円）

【デリカ味彩】南部鶏の
チキンナゲット（8個入）

本体価格498円（税込538円）

【東信水産】〈ノルウェー産〉
オーロラサーモンお造り
（養殖／1パック）

本体価格698円（税込754円）

【魚力】〈メキシコ産他〉
生本まぐろ（刺身用）
（養殖／100g当り）

本体価格128円（税込139円）

日清 カップヌードル
（醤油・シーフード・カレー／各1個）

本体価格188円（税込204円）

JA全農たまご 
実りの赤たまご（10個入）

本体価格各138円（税込各150円）

フジパン 本仕込食パン（6枚・8枚）・
ネオバターロール・
ネオレーズンロール（各6個）

本体価格各1,468円（税込各1,615円）

黒霧島・いいちこ
（25度パック／各1.8ℓ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚・鶏 焼肉用各種
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

本体価格980円（税込1,059円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用
（サーロイン）（100g当り）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店のみの
　販売となります。

※飯能店・東松山店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

6木 7金 8土 9日

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈熊本県産〉
ミニトマト（1パック）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈青森県産〉
サンふじ（1袋）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（振り塩）
（養殖・解凍／3切）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

〈岩手県産〉
南部どりもも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格108円
（税込117円）

【肉処せんや】
〈国内産〉
豚小間切れ（100g当り）

・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

味の素 ほんだし 
小箱20袋入
（160g）

・・・・本体価格各298円
（税込各322円）

明治 十勝カマンベール
（90g）・十勝
生モッツァレラ（100g）

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格78円
（税込85円）

〈沖縄県産〉
かぼちゃ（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈ニュージーランド産〉
（ゼスプリ）ゴールドキウイ
フルーツ（1パック）

・・本体価格1,500円
（税込1,620円）

【東信水産】
〈鹿児島県産〉うなぎ
長焼（養殖／約120g・1尾）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

【魚力】〈愛媛県産他〉
真鯛（柵取り）（刺身用・
養殖／100g当り）

・・・・・・・・・本体価格980円
（税込1,059円）

国産牛（交雑種）
ヒレ肉ステーキ用
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

【肉処せんや】
〈国内産〉牛肉焼肉用
切り落し（100g当り）

本体価格各1,980円
（税込各2,139円）

堀商店 新潟県
岩船産コシヒカリ・
特別栽培米 
新潟県産コシヒカリ
（各5kg）

本体価格各138円
（税込各150円）

マルちゃん 
冷し生ラーメン
（しょうゆ・ごまだれ／

各110g×3）・
焼そば（150g×3）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・本体価格690円
（税込746円）

【魚力】〈ロシア産他
福岡県加工〉辛子明太子
（250g）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈熊本県産〉
トマト（1袋）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈熊本県産〉（糖度センサー選別）
デコポン（1袋）

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【東信寿司】
手巻き寿司セット
（5本・1折）

・・・・・・・・・本体価格990円
（税込1,070円）

【魚力海鮮寿司】
本まぐろ尽くし
（1折）

2割引

〈国内産〉
黒毛和牛ステーキ・
ソテー用各種
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて
本体価格1,080円
（税込1,167円）

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛ステーキ用
切り落し（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格368円
（税込398円）

にんべん 
つゆの素
（1000㎖）

・・・・・・・・・本体価格248円
（税込268円）

日本ハム 
石窯工房ピザ各種
（1袋）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り
お1人様2点・各店先着100点限り

●〈埼玉県産〉
きゅうり
（2本）
お1人様4本・各店先着600本限り

●〈茨城県産〉
ピーマン
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈佐賀県産他〉
新玉ねぎ
（3個）
お1人様6個・各店先着900個限り

●〈新潟県産〉
まいたけ
（１パック）
お1人様2点・各店先着200点限り

5/5水 祝

※入間店ではお取扱い
しておりません。

子供の日特集
◆5月5日（水・祝）限り
◆各店・各階＝食料品

　【デリカ味彩】
「中谷本舗」
こどもの日のお寿司
（1折）

　【デリカ味彩】
「新潟ゆのたに」
かしわ餅（3個入）

　【龜屋】柏餅
（こし・つぶ・みそ／各1個）

母の日特集 ◆5月9日（日）まで ◆各店・各階＝食料品

【たごさく】
赤飯赤箱（中）
（1箱）

【デリカ味彩】「中谷本舗」
さけのばら寿司と手まり寿司
（1折）

【デリカ味彩】
オードブル
（2～3人前）

〈熊本県産〉
すいか（ブロックカット）
（1パック）

（ドイツ）
ドクター・ディムース 
ブルーベリーワイン
（ギフトカートン入／
750㎖・1本）

5/9日のみの販売
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※天候、交通事情により入荷が遅れる場合がございます。

※献立が一部変更となる場合がございます。

本体価格

2,500円
（税込2,700円）

・・・・本体価格1,000円
（税込1,080円）

・・・・・・・・・本体価格368円
（税込398円）

・・・・・・・・・本体価格160円
（税込173円）

・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,777円
（税込3,000円）

・・・・・・・・・・・・・本体価格1,100円
（税込1,188円）

・・・・・・・・・・本体価格980円
（税込1,059円）

本体価格

1,000円
（税込1,100円）

雪印メグミルク ガゼリ菌SP株
ヨーグルトドリンクタイプ6本パック
（100g×6本）・・・・・・・・本体価格460円

（税込497円）
・・・・・・・・・・・・・本体価格480円

（税込519円）

【なだ万厨房】
母の日御膳
（2段・1折）

本体価格

1,800円
（税込1,944円）

【わらびの里】
母の日弁当
（1折）

5月8日（土）・9日（日）のみの販売となります。 5月8日（土）・9日（日）のみの販売となります。

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格
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