
・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）

有名ブランド靴下
お楽しみパック（5足入）

【婦人靴下／紳士靴下／入間店1階=服飾雑貨】

各店20点限り ※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は紳士靴下
　イメージです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格900円（税込990円）

男女児半袖パジャマ各種（110～130cm）

【子供雑貨】

・・・・・・・・・・・・・本体価格7,000円（税込7,700円）

洗える裏襟ニット
羽毛肌掛けふとん
（ダックダウン85%・0.25㎏／150×210cm）

【川越店5階催場／他各店＝寝具】
本体価格3,000円（税込3,300円）（26cm）

本体価格2,800円（税込3,080円）

〈富来パン〉一例として
IH対応 フッ素樹脂加工 
軽量フライパン
（22cm）

【家庭用品】

軽量のIH対応フライパン。安心の国内製造。
取っ手にも国産の天然木を使用。

軽量

※入間店ではお取扱いしておりません。

限定お買得品
の

まるひろ
全 館

川越店・飯能店・入間店・東松山店・上尾店・坂戸店 まるひろ各店共同企画

●6月15日（火）まで 
●各店・各階にて開催夏

・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円（税込2,200円）
　婦人帽子各種

【服飾雑貨】

【婦人服】

各店20点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,000円（税込3,300円）

　〈マックレガー〉
婦人カットアンドソーン各種

本体価格2,000円（税込2,200円）

　紳士財布各種

【紳士雑貨】

各店20点限り ※写真は一例です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格8,000円（税込8,800円）

　〈西川〉
マチ付軽量羊毛混敷きふとん
（重量3.2kg・サイズ100×210cm）

【寝具】

川越店20点限り／他各店6点限り

婦人靴下  川越店50点限り／他各店20点限り
紳士靴下  川越店50点限り／他各店20点限り

〈ナイガイ〉協賛セール 〈西川〉寝具市 フライパンバーゲン 子供パジャマバーゲン

川越店40点限り／他各店20点限り

※写真は一例です。

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

2021

6/9水
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分上尾店

〈天使の綿シフォン〉期間限定販売会手作りクラフト展 ◆6月9日（水）～15日（火）〈最終日午後5時終了〉 ◆2階＝エンジョイスペース
●6月9日（水）～14日（月）〈最終日午後4時閉場〉 ●6階催場

Present 税込11,000円以上
お買上げのお客様先着30名様
に「アームカバー」を差しあげます。
※なくなり次第終了となります。

・・・・本体価格5,500円
（税込6,050円）

2wayカーディガン

カーディガンにも
ボレロにもなる
便利な2way
カーディガンです。

〈ジェリービーンズ〉アクセサリー 〈工房ボン ヴィヴォン〉雑貨 〈まゆ工房〉婦人衣料 〈壺天窯〉陶磁器

特別提供品

・・・・・本体価格各11,818円
（税込各13,000円）

ピアス・ネックレス
・・・・・・・・・・・・・本体価格7,800円

（税込8,580円）

バッグ
・・・・・・・・・本体価格23,000円

（税込25,300円）

ジャケット
・・・・・・・・・・・・本体価格3,000円

（税込3,300円）

ひとり急須



※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。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。
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食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

A B C D E

食料品 まるひろ各店共同企画 ●川越店 ●飯能店（6/10㊍から） ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場

※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・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。

※川越店・入間店・
東松山店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・
東松山店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店では
お取扱いしておりません。
※川越店では
お取扱いしておりません。

※川越店・飯能店・
東松山店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・
東松山店・上尾店での
お取扱いとなります。

13日

大食品祭大食品祭

・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

〈熊本県産他〉トマト
（1袋） お1人様2点・各店先着100点限り

本体価格498円（税込538円）
〈熊本県産他〉カットすいか（1/8カット）

お1人様2点・
各店先着50点限り

本体価格780円（税込843円）
【東信水産】青魚づくし（1折）

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格880円（税込951円）
【肉処せんや】〈国内産〉黒毛和牛切り落し
（肩ロース）（100g当り）

※入間店・坂戸店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・本体価格450円（税込486円）
国産牛（交雑種）バラカルビ焼肉用
（100g当り）
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店でのお取扱いとなります。

・・・・・本体価格1,190円（税込1,286円）
【魚力海鮮寿司】本まぐろ握り
（8貫入）
※飯能店・上尾店でのお取扱いとなります。

12土

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格58円（税込63円）

〈宮崎県産〉かぼちゃ
（100g当り）お1人様2点・各店先着100点限り

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（4個入・1パック）

お1人様2点・
各店先着100点限り

本体価格298円（税込322円）
【東信水産】〈モーリタニア産他〉真たこ（ボイル・
生食用／100g当り）
※川越店・入間店・東松山店・坂戸店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・・本体価格580円（税込627円）
【肉処せんや】〈国内産〉牛肉ステーキ用（モモ）
（100g当り）
※入間店・坂戸店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・2割引
牛豚鶏小間切・切り落し肉各種
店頭表示価格（税抜）よりレジにて
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店でのお取扱いとなります。

本体価格1,790円（税込1,934円）
【魚力】〈鹿児島県産他〉国産うなぎ長焼
（養殖／1枚）
※飯能店・上尾店でのお取扱いとなります。

11金10木

6/9水

・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈群馬県産〉（産地直送）レタス
（1個） お1人様2点・各店先着300点限り

本体価格698円（税込754円）
〈茨城県産他〉赤肉メロン（クィンシー他）（1個）

お1人様2点・
各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円（税込430円）
【東信水産】国産〆さばお造り（1パック）

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格78円（税込85円）
【肉処せんや】〈宮崎県産〉日南どりササミ
（100g当り）
※入間店・坂戸店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・本体価格188円（税込204円）
国産豚肩ロース肉切り落し
（100g当り）
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円（税込430円）
【魚力】〈青森県産〉青森生サーモン（柵取り）
（刺身用・養殖／100g当り）

※飯能店・上尾店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

〈熊本県産〉グミニーミニトマト
（1パック）お1人様2点・各店先着100点限り

本体価格98円（税込106円）
〈ニュージーランド産〉（ゼスプリ）グリーンキウイフルーツ（1個）

お1人様5個・
各店先着300個限り

・・・・・・・・・・・本体価格358円（税込387円）
【肉処せんや】〈国内産〉牛肉小間切れ
（100g当り）
※入間店・坂戸店でのお取扱いとなります。

・・・・本体価格268円（税込290円）
フードリエ パリッと朝食ウインナー
（230g・1パック）
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格368円（税込398円）
【魚力】〈千葉県産他〉国産真たこ（蒸）
（生食用／100g当り）

※飯能店・上尾店でのお取扱いとなります。

●開催中：上尾店
●6月9日（水）から：川越店・入間店・東松山店  
●予告6月10日（木）から：飯能店・坂戸店

2021 まるひろのお中元 彩の国から夏の贈り物

お中元ギフトセンターオープン！ 父の日ギフト特集
◆6月20日（日）限りの販売
◆各店・各階＝名店ギフトコーナー
※数に限りがございます。
※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）

　【なだ万厨房】
父の日御膳（1折）

・・・・・・・・・・・・・本体価格1,350円
（税込1,458円）

とき和ロール（1本）
・・・・・・・・本体価格2,000円

（税込2,160円）

テリーヌショコラ（6個入）

本体価格1,800円
（税込1,944円）

　【わらびの里】
父の日弁当
（1折）

本体価格480円（税込519円）
【東信寿司】鉄火丼（1折）

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店でのお取扱いとなります。

各店先着30折限り

・・・本体価格138円
（税込150円）

明治 ブルガリア
ヨーグルトＬＢ81
（プレーン・脂肪0／

各400g）

本体価格 各398円
（税込 各430円）

ネスカフェ 
ゴールドブレンド・
コク深め
（各80g）

・・・本体価格118円
（税込128円）

【肉処せんや】
〈国内産〉豚肉
切り落し（モモ）
（100g当り）

・・・本体価格248円
（税込268円）

【魚力】
〈茨城県産他〉
しらす干し
（生食用／100g当り）

・・・本体価格398円
（税込430円）

【東信水産】
〈宮城県産他〉
めかじき切身
（100g当り）

・・・本体価格278円
（税込301円）

【デリカ味彩】
揚げ茄子の
甘辛煮風
（5本入）

・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈グアテマラ産〉
バナナ
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

〈岩手県産〉
南部どり全品
店頭表示価格

（税抜）よりレジにて

お1人様2点限り

98円 均一98円 均一
（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格飯能店は

6/10木販売

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） お1人様4本・各店先着800本限り

●〈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

●〈群馬県産〉ほうれん草
（1袋） お1人様2点・各店先着200点限り

●〈高知県産〉根生姜
（1袋） お1人様2点・各店先着200点限り

お1人様2点・
各店先着200点限り

【アンデルセン】
※川越店・上尾店・坂戸店のみの販売となります。

【リトルマーメイド】
※飯能店・入間店のみの販売となります。
※飯能店は6/12土・13日のみの販売となります。

【エミュウ】※川越店のみの販売となります。

●7月26日（月）まで
●各店・各階
　＝催場・特設会場

ご自宅でじっくりお選びいただくために まるひろホームページ下部
もしくは
QRコードからアクセス

お中元電子カタログはこちらから。▶※スマホでも閲覧できます。

ご利用ください。電子カタログを

※B～E、午前10時30分からの販売となります。ウィーク

※表の数字は入荷数となります。　※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。 　

※混雑状況、入荷状況により、販売時間を前倒しさせていただく場合がございます。
※混雑状況により、事前に整理券を配布する場合がございます。
※お1人様のお買上げ点数に制限を設けさせていただく場合がございます。 
※ポイントサービスの対象外となります。 ※写真はイメージです。 

●6/9水～13日  

【進々堂】
醍醐味（1.5斤）
・・・本体価格500円（税込540円）

【トミーズ】
あん食（1.5斤）
・・・本体価格750円（税込810円）

【髙匠】
湯種食パン（2斤）
・・・本体価格787円（税込850円）

各店先着20折限り

【フルーツパーラー808】
ミックスサンド他各種
（1個）・・・・・・・・・・本体価格680円から

（税込735円から）

【乃が美】
生食パン（2斤）
・・・本体価格800円（税込864円）

パンお楽しみ袋販売会

【アカシエ】販売会販売店舗・売場 販売日

飯能店 1階食料品レジ脇
川越店

坂戸店 1階正面入口脇

入間店 地階名店
東松山店 1階名店
上尾店 地階名店

6/9水 10木 11金 12土 13日

店休日

D56点 E60点

B200点

C200点

D56点 E96点

C200点

D56点 E96点

B100点 E96点

※A～Gの販売はございません。

D56点 E96点

B100点

B100点

F100点 G30点

A300点

B100点

A300点

F50点 G20点

A400点

C100点

F50点 G20点

C100点

A300点

C200点

D56点 F50点
G20点

A300点

F100点 G20点

● 6/9水・12土・13日

・・・・・・・・・・・・・本体価格1,000円
（税込1,080円）

お楽しみ袋各種
各店各日各先着50点限り

早期割引のご案内 まるひろ友の会会員様・スターカード・Mクラブカード会員様のみ
下記マークの付いたお品物は6月30日（水）までに限り、

名店・ は5%OFF名店指 定 地 域
送 料 無 料

は10%OFF・ ・指 定 地 域
送 料 無 料

※ご優待時はポイント
　サービスの対象外と
　させていただきます。 
※「とらや」商品は
　対象外となります。となります。

スマホからでも
ご予約できます ◀

※ポイント進呈は対象外とさせていただきます。 ※他の割引サービスとの併用は出来ません。 
※指定地域は店頭承りと異なります。詳しくはWEB上でご確認ください。 ※「とらや」商品は対象外となります。

●割引はお中元ギフトセンター開設期間までとなります 。

WEBで購入すると、指定地域送料無料ギフト
　　     が　　　　　　　 　　　　　が

WEB割引
10%OFF・ 5%OFF指 定 地 域

送 料 無 料 名店指 定 地 域
送 料 無 料

午前11時からの販売となります。
※中身が写真と異なる場合がございます。

搾りたてのミルクのような
岩手県奥中山高原産の
生クリームに、ふんわりしっとり
したスポンジ生地を合わせた
ロールケーキ。
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