
◆2月2日（火）まで ◆各階にて

●東松山店 次回店休日のご案内 　　　2月17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。

【ゴディバ】
きらめく想い ハート
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税

【ロイスダ－ル】
クリーミーショコラ源作印ワイン 赤・白
（各100ｇ・1点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,000円+税

【デジレー】
トリュフ＆ハート
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,325円+税

【ムーミン × 
メリーチョコレート】
アソーテッドチョコレート（リビング）
（21個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円+税

【レオン by モロゾフ】
アンバサダー
（7個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円+税

【ユーハイム ×
リサ・ラーソン】
①ジャンドゥーヤ＆ベリー
②モカ＆ベリー（各8個入）・・・・・・各1,400円+税

【ポケモン】
チョコセットＬ
（ポケモン）
（11個入）

・・・・・・・・1,300円+税

【スタ－・ウォ－ズ】
ダース・ベイダー／
缶（10個入）
・・・・・・・・1,200円+税

◆2月14日（日）まで
◆1階＝エンジョイスペース

バレンタイン チョコレート セレクション

冬の最終処分 2BUYSALE ◆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

更に更に

10%
OFF!

➡売場では、
    このスタンド
    が目印です。

※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。予めご了承くださいませ。

1階 服飾雑貨

2階 婦人服 4階 リビング

対象商品：

参加売場：

お好きな2点で10%OFF! 3階 紳士服 3階 子供服

参加ブランド：

参加売場：

参加ブランド：

参加売場：婦人バッグ・シーズングッズ
対象商品：
ショルダーバッグ各種・シーズングッズ各種

リビング用品各種

食器・家庭用品・
寝具・タオル・インテリア

参加売場：シーズングッズ
対象商品：シーズングッズ各種

3BUYSALEまとめて、オトク！

2BUYSALEまとめて、オトク！

参加ブランド：

参加売場： 参加売場：紳士カジュアル・
　　　  スポーツ・紳士雑貨

10%OFF!2点買うと

20%OFF!3点買うと

子供服・
子供雑貨

※一部商品を除く。

ウィークエンドスタイル

〈アッシュ〉
アヴァンス

AVANCE

2021 maruhiro

① ②

まとめて、オトク！
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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）
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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

・・・98円+税

国産
若鶏もも肉
（100g当り）

・・・・・・・・398円+税

【東信水産】〈ノルウェー産〉
赤魚粕漬
（2枚） ・・・・・・・・590円+税

【魚力】〈北海道産他〉
真たら（生）切身
（4切） ・・・1,390円+税

【魚力海鮮寿司】
国産生本まぐろの贅沢握り
（1折）

・・・・・・・・298円+税

〈静岡県産〉
新玉ねぎ
（1袋） ・・・・78円+税

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・790円+税

【魚力】〈北海道産他〉
生あんこう（鍋物用）
（1パック）

・・・・・・・・・・・1,980円+税

産地精米 
新潟しらゆき米（5kg）

780円+税
・・・1,290円+税

【東信水産】〈ロシア産〉
釜揚げずわいがに（生食用／
100g当り）

〈国内産〉黒毛和牛
もも・肩肉切り落し
（100g当り）

【肉処せんや】〈国内産〉
牛モモ肉ステーキ用・
焼肉用各種
（100g当り）

〈国内産〉黒毛和牛
小間切れ肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・各298円+税

ミツカン 純米料理酒・
マンジョウ 濃厚熟成
本みりん（各1000㎖）

・・・・・・・・398円+税

【東信水産】〈長崎県産他〉
無添加あじ開き
（2枚）

【魚力】〈長崎県産他〉
刺身盛合せ国産生
本まぐろ尽くし
（1舟） ・・・・・・・・・680円+税

【東信寿司】
本まぐろ鉄火丼
（1折）

パスコ超熟食パン
（4・5・6・8枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・各758円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

キリン 本麒麟・
サントリー 金麦（各350㎖×6缶・
1パック）・・・各798円+税

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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各98円+税

マルちゃん 赤いきつね・
緑のたぬき
（各1個）

JA全農たまご 
実りの赤たまご
（10個入）・・・・・・・・・・・・・・・108円+税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・188円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉うす切り（モモ）
（100g当り）

国産牛（交雑種）
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・・・・・150円+税

【魚力】〈チリ産〉
銀鮭ふり塩
（養殖／1切）

・・・・・・・・・・・・・・・258円+税

【東信水産】〈アメリカ産他〉
銀だら切身
（100g当り）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円+税

【デリカ味彩】
大粒味わいカキフライ
（5個）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・298円+税

〈熊本県産〉
トマト
（1袋）・・・・・・・・・158円+税

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個）

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

・・・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50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

〈長野県産〉
市田柿（約160g入・1袋）

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
（1袋）

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100点限りお1人様2点・各店先着100点限り

550円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（バラ）
（100g当り）・・・・58円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
若どり手羽元
（100g当り） 598円+税498円+税・・・・98円+税

〈群馬県産〉やまと豚
小間切れ肉
（100g当り）

各598円+税

丸善別鍋仕込みおでん・
海鮮仕込みおでん
（各1kg）

700円+税498円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉切り落し（肩ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・・各128円+税

雪印メグミルク
ナチュレ恵（プレーン・
脂肪0／各400g）・
ナチュレ恵フルーツ
ヨーグルト各種
（各75g×4）

・・・・・・・・498円+税

うさぎもち　 
切り餅一切れパック
（1kg）・・・298円+税

ハウス プロクオリティ
ビーフカレー（中辛・辛口／
各4袋入） 178円+税

西武酪農  
酪農3.6牛乳
（1ℓ・1本）

オープニングスペシャルサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈宮崎県産他〉
きゅうり
（2本）

お1人様4本・各店先着600本限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈グアテマラ産他〉
バナナ
（1袋）

お1人様2点・各店先着200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。
※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。

※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。

※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。

※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。

・・・5割引

冷凍食品（一部商品を除く）
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全品2割引

2月2日（火）は節分です。

天然めばちまぐろ入
海鮮恵方巻
（1本・1折）・・・・・980円+税・・・・・・・・・・・・・・・・・1,580円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円+税・・・・・・・・・・・・・・・・2,100円+税

【東信寿司】

【魚力海鮮寿司】

牛カルビ
ビビンバ太巻き
（1本）・・・・・・・・・・・・・798円+税

【デリカ味彩】

天然本まぐろ中とろ入
海鮮恵方巻（1本・1折）

【東信寿司】

七福海鮮太巻
（大とろ入）（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,390円+税

まぐろ三昧
（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,390円+税

【魚力海鮮寿司】

サラダ恵方太巻き
（1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

【デリカ味彩】

こうふく巻
（直径約5×長さ約19cm）

【なだ万厨房】

明神太巻寿司
（直径約5×長さ約18cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円+税

【神田明神下みやび】

あなごたっぷり太巻き
（4貫入・350g）
・・・・・・・・・・・・・・・・1,666円+税

【日本橋玉ゐ】

海の幸恵方巻
（直径約5×長さ約18cm）

【なだ万厨房】

料亭の恵方巻
（直径約5×長さ約18cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円+税

【わらびの里】

玉ゐの恵方巻
（直径約5×長さ約19cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【日本橋玉ゐ】

予告 ※天候・交通事情により入荷が遅れる場合がございます。
※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。※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

◆各店・各階＝食料品２月2日（火）のみの限定販売となります。
1月31日（日）までご予約承り中。

※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。

※飯能店はハーフのみの
お取扱いとなります。

※上尾店・日高店でのお取扱い
となります。

【東信水産】は30●限り土

ポイント
まるひろ
Mクラブ
カード
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東今年の恵方は

南南東


