
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

●坂戸店 5月の店休日のご案内 　　　25日（火）
※東松山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。

5月9日（日）は母の日5月9日（日）は母の日

◆5月9日（日）まで ◆各階にて開催
母の日ギフトコレクション

5/5祝
水

2021

坂戸店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒350-0229 坂戸市薬師町28-1 ☎049（288）0001（代表）

営業時間：午前10時～午後7時

本体価格15,000円（税込16,500円）長財布
・・・・・・・・・・・・・本体価格12,000円（税込13,200円）
〈ＦＲＡＭＥ WORK〉二つ折り財布

【2階＝服飾雑貨】

しっとりと
柔らかな
質感が魅力の
牛革で仕立て、
ゴールドの箔押しやホワイト
のステッチがエレガントです。

・・・・・・・・・・・・・本体価格13,000円（税込14,300円）

〈マロージュ〉花柄アンサンブル
（レーヨン60％・ポリエステル40％）

【2階＝婦人服】

上品な花柄シフォン。
インナーは7分袖。
袖、後身頃は
さらっとした
質感で、
暑い日もお召し
いただけます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格5,400円（税込5,940円）

〈Wing〉
パジャマ（綿50％・再生繊維50％）

【3階＝婦人ナイティ】

ワコール独自設計のゆったり＆すっきりシルエットと
接触冷感機能付きで快適な睡眠をサポートします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格4,500円（税込4,950円）

〈Sｙbilla case〉
エプロン（綿100％）

【3階＝家庭用品】

草原の
草花モチーフが
春らしい
華やかな柄の
エプロンです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,900円（税込3,190円）

〈内野〉高吸水無撚糸ヘアーキャップ
（綿100％／36×約53～72cm）

【3階＝タオル】

高品質な無撚糸を
使用し、効率よく
水分を吸収します。
毛先まで包み込む
形状なので
しずくが落ちるのを
防ぎます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）

〈Sｙbilla case〉
スリッパ（ポリエステル／サイズ24cm）

【3階＝インテリア】

スリッパの底が
滑りにくく、静音
効果のある素材を使用。
洗濯機で丸洗いもできます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,300円（税込1,404円）

〈黒船〉黒船カステラ
（1本・1箱）

・・・・・・・・・・・・本体価格25,000円（税込27,500円）
サンダル

・・・本体価格2,500円（税込2,750円）
専用カバー
（綿100％） ・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,080円（税込1,167円）

本まぐろ中とろ入刺身3点盛合せ
（各3切・1パック）

本体価格5,000円
（税込5,500円）

医師がすすめる抱きまくら
（側：綿90％・ポリエステル10％／

詰め物：ポリエステル100％／

40×90cm）

【1階＝食料品】

素材が本来もつ力と
自社で培われた技術
で作られたお菓子を
お届けします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格900円（税込972円）

〈菓匠 清閑院〉
花の想ひ（4個入）

【1階＝食料品】

・・・・・・・本体価格850円（税込918円）

〈ヨックモック〉
ビスキュイバトン フレーズ
（10本入・１箱）

【1階＝食料品】

・・・・・・本体価格1,500円
（税込1,620円）

苺ショート
（1台）

・・・・・本体価格1,700円
（税込1,836円）

〈新宿高野〉
フリュイデセール
（1台）

【1階＝食料品】

・・・・・・・・・・・・・本体価格10,000円（税込11,000円）
半袖カットアンドソーン（綿100％）
・・・・・・・・・・・・・本体価格12,000円（税込13,200円）

〈ラルビクス〉
花柄カットアンドソーン（綿100％）

【2階＝婦人服】

素材にこだわり、
高品質なトップス
アイテムを中心
としたエレガント
テイストの、
洗練された
大人の女性への
ミセスブランドです。

・・・・本体価格1,000円
（税込1,100円）

アロマワックス
作成体験（1個分）

・・・・本体価格8,500円
（税込9,350円）

ブリザーブドフラワー
期間限定販売会

【2階＝服飾雑貨】

5/8土限り予告

各日先着12点限り

〈Ｈ.Ｐ.Ｓ.〉期間限定販売会
◆5月19日（水）～23日（日）

〈最終日は午後4時終了〉

◆2階＝婦人靴

〈西川〉快眠フェア
◆5月11日（火）まで ◆3階＝寝具

健康靴なのにおしゃれ。
足元から健康を目指す
健康シューズ
専門店〈H.Ｐ.S.〉
の期間限定
販売会です。

横向きの寝姿勢を安定させ、身体にかかる負担を
軽減させる抱きまくらです。

予告
【東信水産】
母の日特別提供品
◆5月9日（日）限り ◆1階＝食料品

予告

・・・・・本体価格900円
（税込972円）

グーテ・デ・ロワ／
簡易大袋
（2枚入×13袋

（26枚））

◆5月12日（水）～18日（火） ◆1階＝食料品

予告

【ガトーフェスタ ハラダ】
期間限定販売会
※ポイントサービスの対象外となります。

母の日にぴったりなブリザーブド
フラワーのアイテムを数多く
ご用意いたしております。
〈マイメコ〉

数に限りがございます。
5/5水●祝・8土・9日
の販売となります。

埼玉県からのイベント自粛要請を受け
ワークショップは

開催中止とさせていただきます。



※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。※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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