




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

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

●坂戸店 次回店休日のご案内 　　　10月5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。

※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。※写真はイメージです。

少しずつ気温が下がってくるこの時期に
ぴったりな吸湿性、保温性の
高い絹のアイテムを多数
ご用意しております。
この機会にぜひお買い
お求めください。

秋のシルクフェア
◆10月4日（月）まで 

◆２階＝上りエスカレーター脇特設コーナー

〈タニタ〉婦人ハンドバッグ
期間限定販売会

◆9月28日（火）まで ◆２階＝ハンドバッグ
お出かけから普段
までお使いいただける
バッグを多数、
お買得価格にて
ご用意しております。

・・・・・・・・本体価格10,400円（税込11,440円）
パワーネットリバーシブル丸衿長袖Ｔシャツ

【魚久】特別販売会
◆9月26日（日）まで ◆1階＝特設会場

いろとりどり四人家族（銀鮭京粕漬・本さわら
酒粕白味噌漬・さば京粕漬・銀ひらす京粕漬）

本体価格

10,000円
（税込11,000円）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格8,300円（税込9,130円）

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

いきいきカラダフェア
◆9月28日（火）まで
〈最終日は午後3時終了〉

◆3階＝イベントスペース

美しい姿勢は
足元から、足裏の
3本の足弓（アーチ）を
最適な状態で
支えることにより
足から
バランスを
整えます。

オーダーインソールバランシア
・・・・・・本体価格100,000円（税込110,000円）

九州うまいもの

本体価格12,000円
（税込13,200円）

　パワーネット
一重カーディガン

かごしま遊楽館さつまいもの館　　　　　　　　　鹿児島県

新宿みやざき館 KONNE宮崎県 わしたショップ沖縄県

銀座熊本館熊本県

海産物のわたなべ長崎県

薩摩みそかぶり
（160g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格350円（税込378円）

げたんは
（10個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格300円（税込324円）

太平燕 白湯とんこつ味
（5食）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格350円（税込378円）

デコポンゼリー
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格238円（税込258円）

宮崎日向夏キャンディ
（57g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格200円（税込216円）

【福岡県・かさの家】梅ヶ枝餅
（冷凍／5個入）・・・・・・本体価格602円（税込651円）

【熊本県・ふくとく】からし蓮根
（1本）・・・・・・・・・・・・・本体価格1,000円（税込1,080円）

【福岡県・福さ屋】無着色辛子めんたい切子
（180g）・・・・・・・・・本体価格1,000円（税込1,080円）

キャラいも
（90ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格350円（税込378円）

雪塩ちんすこう（袋）
（2×8袋入）・・・・・・・・・・・・・・本体価格344円（税込372円）

塩小亀
（80g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格173円（税込187円）

                おかずいりこ
（200g）・・・・・・本体価格1,000円（税込1,080円）
特別提供品

本体価格800円（税込864円）※数に限りがございます。

秋の九州   ・沖縄   フェア ※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。※写真はイメージです。

◆9月27日（月）まで
◆1階=特設会場
　 〈最終日は午後4時閉場〉 
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※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。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

セルフマートお買得セレクション ◆9月26日（日）まで ◆各店・各階＝食料品

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈青森県産他〉
サン津軽りんご（1個）

・・・・・・・・・本体価格128円
（税込139円）

〈北海道産〉
ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈山梨県産他〉
種なし巨峰
（1房）

・・・・・・・・・本体価格480円
（税込519円）

【東信水産】〈国内産〉
ちりめんじゃこ
（約80g・1パック）

・・・・・・・・・本体価格690円
（税込746円）

【魚力】〈アメリカ産他〉
辛子明太子
（生食用／250g）

・・・・・・・・・本体価格380円
（税込411円）

日本ハム 
シャウエッセン
（127gx2・1束）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉切り落し（モモ）
（100g当り）

本体価格 各798円
（税込 各862円）

サクラ印 
純粋はちみつポリ
（700g）・
加藤美蜂園
北海道てんさい
オリゴ黒（960g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各298円
（税込 各322円）

キユーピー 
アマニ油マヨネーズ（200g）・
ディフェ（210g）・
フィッテ（210g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各268円
（税込 各290円）

小岩井
マーガリン
醗酵バター入り・
ヘルシー芳醇
仕立て（各1個）

本体価格298円
（税込322円）

にんべん 
フレッシュ
パックソフト
（4.5g×8P）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各238円
（税込 各258円）

明治 
お徳用スライスチーズ・
とろけるスライスチーズ
（各12枚入）

本体価格648円
（税込700円）

紀文 
紀文の季節
（11種21品）

本体価格 各188円
（税込 各204円）

キッコーマン飲料 
調製豆乳・
無調整豆乳
（各1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

ハッピーポケット 
ハンターポテトチップス
（黒トリュフ風味・ジェノベーゼ／
各150g）

三祐 ジャムサンド（210g）・
ミヤト 鬼平糖（290g）・
ママ 厚切りバームクーヘン
（10個）

本体価格450円
（税込486円）

【デリカ味彩】
棒ヒレカツ
（1本）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

日清 
ピルクル400
（65㎖×10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9/22水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈岩手県産他〉
きゅうり
（3本）
お1人様6本・各店先着2000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

●〈長野県産他〉
えのき茸
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈新潟県産〉
エリンギ
（1パック）
お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様5個・各店先着1500個限り お1人様2点限り

・・・・・・・・本体価格38円（税込42円）

〈北海道産〉
かぼちゃ（100g当り）

本体価格198円（税込214円）

【東信水産】〈インド洋産他〉
めかじき切身（解凍／100ｇ当り）

本体価格490円（税込530円）

【魚力】〈ベトナム産他〉
むきえび（養殖・解凍／250g）

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・
こく深め・香り華やぐ（各80g）

本体価格128円（税込139円）

雪印 ナチュレ恵
（プレーン・脂肪0／各400g）

本体価格188円（税込204円）

【デリカ味彩】
真いかリング唐揚げ（100g当り）

本体価格315円（税込340円）

キムラヤ
完熟食パン（4枚・6枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚 うす切り・すき焼き用各種
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格108円（税込117円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉小間切れ（100g当り）

お1人様2点・各店先着100点限り

※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。

※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。

23祝
木 24金 25土 26日

お1人様2点・各店先着500点限り お1人様2点・各店先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈栃木県産他〉
なし
（3個）

・・・・・・・・・本体価格680円
（税込735円）

【東信水産】〈香川県産〉
オリーブハマチ切身
（養殖／2切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚 焼肉用
各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて ・・・・・・・・・本体価格480円

（税込519円）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（バラ）
（100g当り）

・・・・・本体価格 各298円
（税込 各322円）

マルコメ 京懐石・
タニタ食堂の減塩
生みそ（各650g）

・・・・本体価格 各168円
（税込 各182円）

紀文 シャキッと
玉ねぎ天・野菜
てんぷら（各4枚入）

※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。

お1人様2点・各店先着400点限り お1人様6個・各店先着1200個限り

・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

・・・本体価格1,498円
（税込1,618円）

〈長野県産他〉
シャインマスカット
（1房）

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【東信寿司】
青魚セット
（1折）

・・・本体価格1,190円
（税込1,286円）

【魚力】刺身盛合せ
3点盛（中とろ入り）
（1舟）

本体価格 各350円
（税込 各378円）

鎌倉ハム 
熟成ロースハム・
熟成ももハム
（各75g）・
熟成ベーコン（90g）

本体価格1,000円
（税込1,080円）

【肉処せんや】
信州ハム 軽井沢
シリーズ（ロース・
ベーコン・ウインナー各種）

・・・・本体価格 各298円
（税込 各322円）

キッコ－マン
特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ（各1000㎖）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

丸善 
別鍋仕込みおでん
（1㎏）

※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990円
（税込1,070円）

【魚力】
〈トルコ産他〉
本まぐろお造り
（養殖・解凍／1舟）

※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。

※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500点限り

各店先着30折限り

お1人様1ケース（6点）限り

各店先着60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）

〈北海道産他〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格798円
（税込862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（10個入・1パック）

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【東信水産】
貝刺身盛合せ
（1パック）

・・・本体価格990円
（税込1,070円）

【魚力海鮮寿司】
本まぐろの
贅沢握り
（10貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛肉・豚肉
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980円

（税込1,059円）

【肉処せんや】
糸巻きバラ煮豚
（1個）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

サトウ 
切り餅パリッと
スリット（1㎏）

・・・・本体価格 各398円
（税込 各430円）

紀文 
肉まん・あんまん
（各3個入）

※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。

※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200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

12月14日（火）まで
12月24日（金）・25日（土）
〈午前11時～午後6時〉

クリスマスケーキの
電子カタログは
コチラ 

▲ ▲

おせちの
電子カタログは
コチラ

▲ ▲ ▲

※ご配送での承りは、12月18日（土）まで

ご予約
ご予約

12月22日（水）まで

12月31日（金）〈午前11時～午後5時〉お渡し

ご予約受付 ご予約受付

お渡し

◆各店・各階＝名店・特設コーナー

※一部の商品は、上記日以外のお渡しが可能です。

クリスマスケーキ・おせち ご予約承ります。

よりどり3個

本体価格500円
（税込540円）

・・・・・・・・・・・本体価格各258円
（税込各279円）

よりどり2個

10%OFF10/31●までのご予約で日早期割引

本体価格20,000円
（税込21,600円）

【まるひろ】
「彩」《いろどり》
おせち 和洋三段重
（27品目 約3～4人前／
21.8×21.8×5.6cm×3段）

本体価格5,250円
（税込5,670円）

〈アカシエ〉
ラ・グラシウズ
（直径約15cm）

まるひろ
オリジナル 早期割引

早期ご予約で、通常ポイントに＋2ポイント、友の会&スターカード
「W持ち」会員様にはさらに＋2ポイントお付けします！ ※後日の進呈となります。

まるひろオンラインショップにてご予約承ります。

▲
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