
上尾店 1/20水

2021

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

①催場出入口にお客様用消毒液の設置 ②従業員の毎日の健康チェック ③従業員の手洗い･うがい･マスク着用の義務付け ④商品陳列のフードカバー、パック包装を行っての販売 ⑤試食･ 
試飲販売、会場内飲食の休止 ⑥お客様へマスク着用のお願い ⑦お客様同士、適度な距離を保ってのお買物のお願い ⑧混雑時には3つの密回避のため、入場制限を実施。 ⑨催場の換気を徹底

6階催場 新型コロナウイルス
対策への取り組みとお願い

2月17日（水）●上尾店 次回店休日のご案内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。

バレンタインチョコレートセレクション2021 maruhiro ◆2月14日（日）まで
◆6階催場

　　　　　　 ギフト商品を、多少の傷、難あり商品の為処分価格、
メーカー希望小売価格の50%OFFにて、特別提供いたします！

ギフト処分市
※表示価格は割引後の価格です。 ※商品はご自宅使用限定とさせて
いただきます。ご進物としてのご注文は承りできません。
（のし掛、包装などのご依頼はご遠慮ください。） 
※処分品の為、返品・交換はご容赦くださいませ。 
※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。
※ポイントサービスの対象外となります。

◆1月20日（水）～25日（月）
◆6階催場〈最終日は午後4時閉場〉&

先着200点限り

各日先着100点限り

先着90点限り

先着各130点限り

先着200点限り

ソルレオーネ 
グレープシード
オイル（500㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・420円+税

【キャピタル】
ボレロ
ウエハースティック
各種（400g）
・・・・・・・・・・・・・・・・461円+税

【にんべん】
本枯鰹節物語
（2.5g×30袋）・・・1,100円+税

【北海道・山丁長谷川商店】
紅鮭切り落とし
（1盛）・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【柿安本店】カレー3種
（牛タン・牛すじ・豚角煮／各180ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,278円+税

【新鮮な海の市場】
お楽しみ袋
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【野村佃煮】
佃煮増量パック
（ちりめんくるみ・ごまわかさぎ／

各150ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

【サカイフーズ】
沖縄産波照間島黒砂糖
（500ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円+税

【メリーチョコレート】
アイアイ

1,000円+税

【鹿児島県・
岡村製茶】知覧茶
（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

【岩手県・佐々木製菓】
徳用せんべい（三色・厚焼
ピーナッツ／各300ｇ入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円+税

【中央軒煎餅】久助缶
（700g入・1缶）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

■その他の出店商社【ナンバー食品】甘らっきょう

実演

食
品
お
買
得
市

よりどり3個

特別数量限定品

よりどり４袋

◆2月2日（火）まで
◆各階にて開催

2点以上対象商品2点以上
お買上げで

※対象商品に限ります。※まるひろスターカード・Mクラブカードのポイント対象外となります。※一部除外品がございます。※写真は全て一例です。

更に更に10%OFF!
➡売場では、
このスタンドが目印です。冬の

最終処分 ！

4階 リビング

４階 子供服・玩具

2階 服飾雑貨
対象商品
リビング用品各種

参加売場
食器・家庭用品・寝具・インテリア・タオル

2BUY SALE
まとめて、オトク！

例えば

プラス

例えば

プラス

例えば

例えば

プラス

例えば

プラス

例えば

20%OFF!お好きな
3点で10%OFF!お好きな

2点で20%OFF!お好きな
3点で10%OFF!お好きな

2点で

10%OFF!
お好きな2点で

参加売場 子供服・ベビー用品・
　　　　  子供雑貨・ボーイズ・ガールズ・玩具

参加売場 婦人雑貨・婦人靴・紳士靴・ハンドバッグ

3階 婦人服 ※同一売場内に限ります。

・・・・・・・・・・・・・・・各500円＋税
男児・女児トレーナー
各種

【子供服】5,100円＋税

婦人
カットアンドソーン

5,400円＋税
婦人スカート

2,100円＋税婦人スヌード
・・・・・・2,500円＋税婦人帽子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,400円＋税
婦人プチマフラー

7,800円＋税
パッドシーツ

2,000円＋税
フライパン ・・・・・・600円＋税タオル

1,000円＋税スリッパ

7,000円＋税
婦人ワンピース

【婦人服】

4,900円＋税

婦人カット
アンドソーン

【婦人服】

【婦人雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円＋税
〈プーマ〉3足組ソックス
各種

【子供雑貨】

参加ブランド
2階 紳士服・紳士雑貨

参加ブランド・売場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,700円＋税
〈FILAゴルフ〉メンズベスト

【スポーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円＋税
〈ミズノ〉レディスアウター

【スポーツ】

お好きな2点で 7,830円＋税10%OFF!
合
計
で

お好きな2点で 1,080円＋税10%OFF!
合
計
で

・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,000円＋税
紳士手袋・マフラー各種

【紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円＋税
紳士バッグ各種

【紳士雑貨】

お好きな2点で 4,500円＋税10%OFF!
合
計
で

紳士雑貨・ネクタイ・
ワイシャツ・
紳士肌着・スポーツ

※以下のブランドは
同一売場内に限ります。

※同一売場内に限ります。

※婦人雑貨売場のみ対象となります。
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※紙面の表示価格は税抜価格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

・・・・・・・・・・380円+税

日本ハム 
シャウエッセン（127g×2・
1束）

350円+税

【東信水産】〈ロシア産他〉
辛子明太子
（100g当り） ・・・・・・300円+税

【魚力】〈熊本県産他〉
活あさり
（500g） 590円+税

【魚力】〈日本産（太平洋
海域）他〉めかじき切身
（解凍／4切）

・・・・・・・・・158円+税

〈長崎県産〉
ブロッコリー
（1個） ・・・・・・・・158円+税

〈埼玉県産他〉
ほうれん草
（1袋）

・・・・・・690円+税

【魚力】〈広島県産他〉
加熱かき
（400g）

1,980円+税

堀商店 新潟県
岩船産コシヒカリ
（5kg）

・・・・・498円+税

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろ切落し（約140g・
1パック）

牛・豚・鶏各種
小間切れ・切り落し肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 980円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛うす切り（モモ）
（100g当り）

〈国内産〉黒毛和牛
肩ロース肉すき焼き用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・198円+税

はごろも 
シャキッとコーン
（3缶入）

・・980円+税

【東信水産】
海鮮鍋セット
（1パック）

・・・・・・・・・・・・890円+税

【魚力】
〈沖縄県産他〉
活車海老
（養殖／8尾）

・・・・・・・・・・・・1,080円+税

【東信水産】刺身
6点盛合せ（1パック）

フジパン 
本仕込食パン（6枚・8枚／
各1袋）

各1,468円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円+税

（芋焼酎）黒霧島 25度パック・
（麦焼酎）いいちこ 25度パック
（各1.8ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円+税

日清 カップヌードル
（しょうゆ・シーフード・カレー／

各1個）

JA農協たまご 農協たまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【肉処せんや】
国産牛肉
手造りハンバーグ
（120g・1個）

〈群馬県産〉やまと豚
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149円+税

【魚力】〈兵庫県産他〉
しらす干し（生食用／100g当り）

・・・・・・・・・・・・500円+税

【東信水産】〈チリ産〉銀鮭
切身（振り塩）（養殖・解凍／
3切・1パック）

22 23金21 木 土 24 日

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 ●日高店 各店食料品売場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈グアテマラ産他〉
バナナ
（1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【デリカ味彩】ぶり竜田揚げ
（国産ぶり使用）
（100g当り）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・158円+税

〈埼玉県産〉
長ねぎ
（1袋）・・・・・・・・・298円+税

〈熊本県産〉
トマト
（1袋）

お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様2点限りお1人様1ケース（6点）限り

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・498円+税

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

〈秋田県産他〉
サンふじ（4個入・1袋）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・398円+税

〈フィリピン産〉ゴールデンパイン
（ブロックカット）（約500g入・
1パック）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

〈静岡県産〉（樹熟採取）
みかん（約1ｋｇ入・1袋）

お1人様2点・各店先着100点限りお1人様2点・各店先着200点限り

368円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉小間切れ
（100g当り）・・・・98円+税

【肉処せんや】〈豪州産〉
牛肉・国産豚肉牛豚合挽肉
（100g当り） 118円+税

〈岩手県産〉
南部どり手羽元
（100g当り）

・・各278円+税 ・・・598円+税

明治 十勝カマンベール
（90g）・十勝生モッツァレラ
（100g）

800円+税980円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（肩ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

紀文 
紀文の季節
（11種21品）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円+税

・・・・・・・・・・・・・・・各298円+税

森永製菓  
甘酒（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・258円+税

ミツカン 味ぽん
（600g）

・・・・・・・各208円+税

明治 おいしい牛乳・
おいしい低脂肪乳（各900㎖・
1本）

オープニングスペシャルサービス

お1人様4本・各店先着600本限り

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈宮崎県産〉
 きゅうり
（2本） ・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【デリカ味彩】
真いかリング唐揚げ
（100g当り）

水

各店先着100パック限り お1人様1ケース・各店先着20点限り

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

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

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

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

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
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。

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。

※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・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
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。

※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・日高店での
お取扱いとなります。

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

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
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。

笛木醤油 金笛胡麻
ドレッシング
（390㎖）

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

・・・・・2割引

バレンタインチョコレート
〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

オンラインショップご予約販売

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・650円+税

2月2日（火）は節分です。
まるひろの恵方巻ご予約承ります

こうふく巻
（ハーフ）
（直径約5cm×

長さ約9.5cm）

キッコーマン いつでも
新鮮まろやか発酵 
特選しょうゆ・
減塩しょうゆ
（各620㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

魚沼新潟物産 
八海山酒粕
（500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各138円+税
明治 ブルガリアヨーグルトLB81・そのままおいしい脂肪0（各400g）・
ブルガリアフルーツヨーグルト（75g×4）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円+税

赤羽商店
瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚）

・・・・・・・・・・・208円+税

ブルボン味ごのみ
梅しそ風味
（95g）

・・・・・・・・・248円+税

ブルボンチーズおかき
梅しそ味
（21枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【デリカ味彩】
豚ヒレ肉と根菜の
黒酢和え
（100g当り）

【なだ万厨房】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

明神太巻寿司
（ハーフ）
（直径約5cm×

長さ約9cm）

【神田明神下みやび】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円+税

料亭の恵方巻
（ハーフ）
（直径約5cm×

長さ約9cm）

【わらびの里】

 食料品お買得 ◆1月20日（水）～24日（日）  ◆各店・各階＝食料品

・・・・・・・・・・・・・・・各228円+税

ネスレキットカットミニ
（15枚）・オトナの甘さ
（14枚）・オトナの甘さ
濃い抹茶（13枚）

◆承り期間：1月31日（日）まで
◆お渡し日：2月2日（火）限り
◆各店・各階＝名店・特設コーナーWEB

ご予約

　　　
         　　　　　 　世界中から厳選したカカオ豆の焙煎
から全製造工程が自社工房で一貫して行われ、
アラン・デュカス氏の料理哲学に基づいた素材の風味際立つ
ショコラに仕立てられています。

デクヴェルト 詰め合わせ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,600円+税
オンラインショップのみでご注文いただけます。

　 　※店頭販売はございません。

https://www.shop-maruhiro.jp

店舗でのお渡しも承ります。（オンラインショップでご注文ください。）

対象店舗

ご予約期限 お渡し期間

川越店・飯能店・入間店・東松山店・
上尾店・坂戸店・日高店

※詳しくはWEBをご確認ください。
※数に限りがございます。

検索まるひろオンラインショッピング

2/4木まで 2/10水～14日

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。


