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※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。

〒358-0003 入間市豊岡1-6-12 04（2963）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時30分
ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp入間店

★七夕スイーツ特集★ 地階＝名店　※数に限りがございます。

◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス※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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

【インテリア】【紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
■↑パンツ各種

【オンシーズン】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
■↑婦人シューズ各種
（天然皮革）

【婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
■↑バッグ各種

【ハンドバッグ】

婦人服

2F
紳士服

3F
リビング

3F
服飾雑貨

1F

2016

Summer
Special Sale

サマースペシャルセール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
■↓カットアンドソーン各種

【オンシーズン】
4,428円

■↓〈モーダリネガ〉
紳士半袖ポロシャツ各種

【カジュアルパーツ】

6/29●水 30●木

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【デリカ味彩】海鮮シューマイ
（10個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・189円

JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【塩干コーナー】
〈アメリカ・ロシア産〉
鳴海屋あごだし明太子
（80g入）

・・・・・・・・・・・・・・・198円

【東信水産】〈静岡県産・太平洋〉
かつおたたき
（解凍／100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138円

【肉処せんや】
宮城県産 森林どりモモ肉全品
（100g当り）

各299円

キッコーマン 
特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ（各1ℓ・1本）
お1人様1ケース（6本）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引
ハーゲンダッツアイスクリーム
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・238円
【デリカ味彩】
カレイの唐揚（2枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引
【肉処せんや】豚肉※黒豚を除く
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 519円先着20点限り

【サイボクハム】
フランクフルト（180g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・ 499円（各1個）各279円
お1人様計4点限り

よりどり2点

播洲揖保の糸 素麺（300g）・
冷麦（400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198円

【東信水産】〈インドネシア産他〉
生むきえび
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ（1個）

先着500点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49円

〈宮崎県産〉
マロンかぼちゃ（100g当り）

先着300点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

〈茨城県産他〉
青肉メロン（1個）

先着100点限り

早くもはじまる、夏のお買得！
●6月29日（水）・30日（木）

●各階にて

■6月29日（水）～7月7日（木）
■各階にて開催

7月7日（木）は七夕。まるひろサマーバレンタイン

「佐藤錦」のもつすっきりと
した酸味と上品な甘みを
いかした華やかな味わいの
ゼリーと、ジューシーな白桃
果肉の組合せです。

〈ビクセン〉
天体望遠鏡 スターパル 60L
（対物レンズ有効径60mm）

29,160円

目的の星を探す
のに便利な
補助望遠鏡
となるファインダーを標準装備。
総重量は3.9kg。お子様でも
持ち運びできる軽さです。

6月29日（水）
～7月19日（火）
特設会場にて
天体望遠鏡
販売会を実施
いたします。

〈コロンビア〉Tシャツ（ポリエステル
89％・ポリウレタン11％）

撥水ジャケット（ナイロン82％・
ポリエステル18％）

・・・・4,968円
・・・・・・・13,608円

Tシャツの胸元の文字は暗い所で光り
遊び心があります。軽量で羽織りやすい
ジャケットはコンパクトで便利。

ショートスライド式晴雨兼用日傘
（ポリエステル100%／親骨50cm／
UVカット率99%以上・遮光率99%以上・

遮熱効果）・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円

日傘をキャンバスに見立てて夜空を
描きました。

【モロゾフ】
フルーツグラスゼリー
佐藤錦＆白桃（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 270円各日先着12点限り

４種類の「果実のジュレ」と
国産果実×ヨーロッパ産
フルーツピューレを２層に
重ねた「ドゥーブルジュレ」
２種類のギフトです。　　
【FLOプレステージュ】
果実のジュレ＆
ドゥーブルジュレギフト（1箱）
・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,160円数量限定

「七夕（たなばた）」に
「たなぼた」を…。
七夕にぴったりな「ぼた餅」
を特別にご用意しました。

【龜屋】
七夕ぼた餅
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円 【7階＝特設会場】【3階＝スポーツ】【1階＝婦人雑貨】

99円均一セール99円99円99円均一セール均一セール均一セール99円99円99円均一セール均一セール均一セール99円99円99円均一セール均一セール均一セール

青果

先着200点限り●〈青森県産〉カット長芋（1袋）
先着300点限り●〈新潟県産〉まいたけ（120g・1パック）
先着200点限り●〈高知県産〉みょうが（2本・1パック）
先着200点限り●〈静岡県産他〉葉生姜（1束）

先着300点限り●〈群馬県産〉（産地直送）ほうれん草（1袋）

セルフマート 【デリカ味彩】

【塩干コーナー】

●フライ・
コロッケ各種
●塩枝豆（100g）

●くらまき ふわふわ豆腐（230g・1パック）
お1人様2点・先着200点限り

●明治 北海道十勝まろやかヨーグルト
（78g×4・1パック）

●〈長崎県産〉
真あじ開き（1枚）
●〈北海道産〉
さんま開き（1枚）

オープニング特価

①・・・・・・・・・・・16,200円／②・・・・・・・・・・・・12,960円
■↑紳士ビジネスバッグ各種

●大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口・中辛／各180g） 先着計100点限り

●明星 一平ちゃん夜店の焼そば
（135g） 先着100点限り

●ヒガシマル うどんスープ
（48g） 先着100点限り

※写真は一例です。※写真は一例です。※写真は一例です。

※写真は
　一例です。

①

②

【京都・七條甘春堂】
「天の川」
（240g・1本）・・・・・・・918円

夜空を映した濃い青の
琥珀羹に銀箔の星を散りばめ、
揺らめく星屑をイメージした、
二層の羊羹。七夕の世界を
イメージした、あっさりとした
夏らしい味わいに仕上げられ
ています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円から
■↑国産い草各種

※写真は一例です。

彩の国から夏の贈り物
2016 まるひろのお中元

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店「まるひろ」で。お中元ギフトセンター好評開設中！◆7月25日（月）まで

　〈最終日は午後4時閉場〉 
◆7階催場

※写真はイメージです。

【家庭用品】
1,620円

■→有名
ブランド
エプロン各種
各店30点限り

※写真は一例です。
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※紙面の表示価格は消費税を含む税込価格となっております。

飯能店
午前10時～午後7時
入間店
午前10時～午後7時30分
坂戸店 1階＝午前10時～午後7時30分
　　　 2・3階＝午前10時～午後7時

各店・営業時間

■飯能店・入間店・坂戸店 共同企画

3点限り

水晶/アゲート
ネックレス
（全長約80cm）

のリビングバーゲン各店リビング売場
6月29日（水）～7月5日（火）

飯能店5階・入間店3階・坂戸店3階

夏の快眠寝具バーゲン【寝具】夏物の冷感素材や天然素材の肌掛けふとん・
ケット・敷パッドなどの快眠寝具がお買得。

特別提供品

【家庭用品】

　冷蔵庫ポケットに入る浅漬け器
（角型）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　648円

　〈M'sクラン〉
フライパン
（ガス火専用）
（24cm）

（26cm）

・・・・・・3,564円
・・・・・・3,780円

〈東京西川〉
洗える羽毛肌掛けふとん
（側地：ポリエステル85%・綿15%、
詰物：ホワイトダックダウン85%、
0.25kg／150×210cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

各店15点限り

【食器】／入間店【ギフトプラザ】

　ペアオードブルセット（長角大）・
小皿5枚セット（正角）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円

【インテリア】

　スリッパ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円

【タオル】

　〈東京西川〉バスタオル各種
（日本（今治）製）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,620円

　〈コージー〉
両手鍋
（ガス火・IH対応／
20cm）

深型両手鍋
（ガス火・IH対応／
22cm）

・・・・3,240円

・・・・3,780円

　〈コットン〉
笛吹きケトル
（ガス火・IH対応／

1.8ℓ）1,620円

　〈フレッシュランド〉
抗菌まな板
（35㎝）

（41㎝）

・・・・・・・972円
・・1,296円

肌掛けふとん
洗える　

ご家庭で洗える肌掛けふとん
特集です。エアコンをお使いに
なる時は快適なボリュームです。

ダックダウンを使用した洗える
羽毛肌掛けふとんです。

〈東京西川〉ウォッシャブル
合繊肌掛けふとん（表地：
綿100%（ガーゼ）、衿裏地：綿50%・
ポリエステル50%（ニットワッフル）、
詰物：ポリエステル100%、0.3kg／
140×190cm）・・・・・・・・3,024円

襟面と片面がニット使いの
洗える肌掛けふとんです。

〈東京西川〉
麻ポコポコ敷パッド
（表地：麻100%、詰物：
ポリエステル100%、0.3kg／
100×205cm）・・・・・・・5,400円

敷パッドシーツ
素材いろいろ

サラッと寝心地の良い
敷パッドです。
素材も色々選べます。

麻生地のポコポコキルトで
天然素材の爽やかな
敷パッドです。

〈東京西川〉
先染め綿しじら敷パッド
（表地：綿100%、詰物：
ポリエステル100%、0.3kg／
100×205cm）・・・・・・・3,240円

綿しじら生地でベタつかず
快適な敷パッドです。

〈東京西川〉クール
ニットケット（表面：綿100%、
裏面：レーヨン65％・ポリエチレン
35%、詰物：ポリエステル100%／
140×190cm）・・・・・・・6,264円

タオルケット
綿100%

汗ばむ夏場は何枚あっても
うれしいケット。上質素材の国産
タオルケットもお買得価格です。

接触冷感生地を使用した
ニット素材ケット。
寝苦しい夜も快適です。

〈昭和西川〉
有名ブランドタオルケット
（綿100％／140×190cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

有名ブランドのタオルケットで、
上品な花柄のデザインが
特徴です。

〈東京西川〉
2重ガーゼ敷パッド
（表地：綿55%・ポリエステル45%、
裏地：ポリエステル100%、詰物：
ポリエステル100%、0.25kg／
100×205cm）・・・・・・・3,024円

熱帯夜対策
涼感素材

夏の熱帯夜を快適に
過ごすこの夏の
おススメアイテムです。

2重ガーゼで汗ばむ季節も
サラッとした敷パッドです。

〈昭和西川〉
接触冷感パッドシーツ
（ナイロン75%・ポリエステル25%／
100×205cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

接触冷感素材で、熱帯夜の
寝苦しさを解消してくれます。
抗菌・防臭の機能もついています。

各店・各階
にて開催

予告7.1FRI
まるひろ夏の

スタート
●月々のお支払いが6,000円の場合・・・

●月々のお支払いが10,000円の場合・・・

満期受取金額

37,500円
満期時
ボーナス
1,500円

満期時のお積立総額
6,000円×6ヶ月分
36,000円

 ●6ヶ月コースにおいても、会員様限定の
 「特別ご優待」「特別セール」ご招待など、

さまざまな特典をご用意しています。※1年間のお積立
コースも新規会員様の募集を行っております。

まるひろ友の会 
RAFFINE Circle 新会員募集中！

Present ※なくなり次第終了となります。

満期受取金額

62,500円
満期時
ボーナス
2,500円

満期時のお積立総額
10,000円×6ヶ月分
60,000円

●お申込み・お問合せ
　各店友の会カウンター・
　サービスカウンター

ご入会のお客様に「ファッションバッグ」を
差しあげます。

月々の積立を半年間お続けいただくと、満期時にお積立
総額にボーナス金額をプラスしたお買物カードとして
ご利用いただけます。
今月中にご入会で12月に満期受取、お買物ができます。

SUMMER
JEWELRY FAIR

◆6月29日（水）～7月5日（火）
◆飯能店3階・入間店2階・坂戸店3階　各店 宝飾売場

6/29○限りオープニングサービス水

Ptダイヤモンドピアス
（D：計0.1ct）

・・・・・・・・・・10,800円 ・・・・・・・・・10,800円

Sv淡水ネックレス
（全長約120cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

K18ペリドットピアス
（P：計1.5ct）

各店2点限り 各店3点限り

各店3点限り

各店5点限り

水晶／アクアマリン
ネックレス（全長約80cm）

162,000円

K18
ダイヤモンド
ネックレス
（D：計0.6ct／
全長約80cm）

108,000円

K18
ダイヤモンド
リング
（D：計0.5ct）

64,800円

K18
ダイヤモンド
ピアス
（D：計0.2ct）

・・・・・・・・・・・95,040円

●K18PGルビー／
ダイヤモンドリング
（R：計0.5ct、D：計0.1ct）

21,600円

●K18
ルビーピアス
（R：計0.3ct）

Yellow Gold

54,000円

Pt950
ダイヤモンド
リング
（D：計0.1ct）

86,400円

Pt950
ダイヤモンド
リング
（中石：0.1ctup、
SD：0.1ct／
鑑定書付）

Platinum

145,800円

　　　Ptダイヤモンド
　　　ペンダント
（D：計0.7ct／全長最大45㎝）

32,400円

K18WG
ダイヤモンド
ペンダント
（D：0.08ct／
全長40㎝）

216,000円

Svサンゴ／
ジルコニア
ネックレス
（全長約70cm）

86,400円

　　　　K18／
　　　　K18WG
　アコヤパールネックレス
（全長90cm／AP：7.0～8.5mm）

12,960円

●K18ピアス
12,960円
●K14WG
アコヤパール
ピアス
（AP：7.5～8.0mm）

10,800円

・・・・・19,440円

　　　●Sv
　　　黒蝶パール／
　　　ヘマタイト
　　　ネックレス
　　　　（KP：10mm、HM：2.2ct／
全長40㎝）

　　　　●K18アコヤパール
ペンダント（全長40cm／

AP：7.5～8.0mm）

Pearl,Coral

日本製ならではの高品質フライパンや鍋・水回り用品などを
お買得価格でご提供いたします。

※数に限りがございます。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

キッチン用品バーゲンこだわりの日本製 【家庭
用品】

各店30点限り

各店15点限り


