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〒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

●入間店 次回店休日のご案内 9月27日（火） ※飯能店は営業しております。
   ぜひご利用くださいませ。

まるひろMクラブカードはセール品でも
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

秋色の毎日、はじまります。

お気に入りの靴やバッグで
秋への一歩を、まるひろから。

秋のシューズ＆バッグ特集
◆8月24日（水）～30日（火） 
◆1階＝婦人靴・ハンドバッグ／3階＝紳士靴・紳士雑貨・スポーツ

・・・17,280円〈リーガル〉ローファーパンプス（22.5～24.5cm）

□秋らしく、深みのあるグリーンカラー。
着こなしに広くコーディネートできます。
→

【1階＝婦人靴】

【1階＝婦人靴】

・・・・・各7,020円
〈ジェリービーンズ〉パンプス（22.5～24.5cm）・
レースアップシューズ（S～L）

□今年トレンドのカラーブロッキングパンプスや
異素材コンビシューズを取り揃えました。
↑

【3階＝紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
〈データブロウ〉
リュックサック

□アメカジなイメージに、大胆なファスナー使い
が魅力のシリーズ。ロールトップタイプのリュック
サックはA4サイズの大きさも楽々入ります。

↑

【1階＝婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円
〈アキレスソルボ〉ウォーキングシューズ
（22.5～24.5cm）

□伸縮性のあるゴム紐がポイント。ウォーキング
だけでなくタウンでも使えるカジュアルテイスト。
↑

【3階＝紳士靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
〈ヨネックス〉紳士ウォーキング
シューズ各種

□ソフトな足当たりとフィット感を両立した新作は、
撥水ストレッチPUレザーとレイングリップソールを
採用した雨の日にもオススメな一足です。

↑

【1階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円
〈ダコタ〉婦人レザーバッグ
（牛革／24×26×6cm）

□手触りの良いオイルレザーのバッグ。
素材感を生かした柔らかなフォルムです。
↑

【3階＝スポーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円
〈ミズノ〉紳士ウォーキング
シューズ各種

□ロングセラーシリーズの新作。インソールに
アーチサポートをプラスし疲労を軽減。さらに
快適な歩き心地に。

↑

秋色STYLE
SHOES&BAG

Collection



※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。

※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。 

入間店は、
9月26日（月）まで

休まず営業いたします。

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス
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果
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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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

予告

リラックマがやってくる
◆8月27日（土）・28日（日）
　①午前11時30分から
　（整理券配布：午前11時から）
　②午後2時から
　（整理券配布：午後1時30分から）
◆別館1階＝文具 各回20名様

※各回のイベント開始30分前
から整理券を配布いたします。
事前配布はございません。
整理券がなくなり次第配布は
終了となります。
※カメラはご持参ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円
　限定ぬいぐるみ

限定リラックマと
写真が撮れます。

秋の〈イビサ〉お手入れ会
◆8月24日（水）～27日（土）
◆1階＝ハンドバッグ

〈23区〉 2016 AUTUMN
COLLECTION

◆8月24日（水）～28日（日）
◆1階＝23区

かがりや
メッシュなど
イビサらしい
手仕事を
施しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,920円
水牛革のハンドバッグ

期間中、〈イビサ〉商品のお手入れ・
ネーム入れ・修理のご相談を承ります。
（各日午後7時まで）

※その他、すべて
　参考商品です。

Present 期間中
〈23区〉の商品
（セール品を除く）を
20,520円以上
お買上げのお客様
に素敵なプレゼント
を差しあげます。
※数に限りが
　ございます。

14,040円
ニット

20,520円
パンツ

〈デニッシュハート〉
期間限定販売会
◆8月24日（水）～28日（日）
◆地階＝アンデルセン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
デニッシュハートアソート
（1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【フロ プレステージュ】
洋梨のプリンタルト
（約20cm・1ホール）

先着28点限り

大きくカットした洋梨を入れて焼き上げ
ました。冷やしても美味しいタルトです。

　　毎月26日はフロプレステージュの日

8月26日（金）のみの販売

明治 スライスチーズ・とろける
スライスチーズ（各7枚・1個）各159円

日清 カップヌードル（しょうゆ・
シーフード・カレー／各1個）・・129円

【東信水産】刺身盛合せ
（6点盛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・999円

【肉処せんや】
〈国内産〉
黒毛和牛もも
焼肉用（100g当り）
・・・・・・・・・・・・800円

28日

〈秋田県産〉枝豆（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　199円先着200点限り

〈ニュージーランド産〉キウイフルーツ
（5個）・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　399円先着100点限り

明治 ブルガリアヨーグルトLB81
（プレーン・脂肪0／各450g・1個）139円

味の素 さらさらキャノーラ油
（1kg・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　199円

【肉処せんや】豪州産 牛ハラミ
焼肉用（100g当り）・・・・・・・・・・・380円

【東信水産】〈太平洋産他〉
めばちまぐろ切り落し
（約150g・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・498円

〈山梨県産他〉
種なし
巨峰
（1パック）

・・・・・・・・・・・・499円

27土

先着100点限り

〈北海道産〉かぼちゃ（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　39円先着200点限り

マルちゃん 焼そば（150g×3食・1袋）・ 
冷し生ラーメン（しょうゆ・ごまだれ／
各110g×3食・1袋）・・・・・・・・・・・・・各139円

にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10袋・1パック）・・・・・・・・・・・・299円

【肉処せんや】宮城県産 森林どり
もも肉全品（100g当り）・・・128円

【東信水産】
〈モロッコ産他〉
刺身用真だこ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・298円

26金

〈群馬県産〉（産地直送）とうもろこし
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             99円先着500本限り

〈栃木県産他〉幸水梨（2個入・
1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　399円先着100点限り

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

マルコメ 京懐石（650g）299円

【肉処せんや】
〈国内産〉豚バラうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198円

【東信水産】刺身盛合せ
（3点盛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

〈北海道産〉
トマト
（1パック）

・・・・・・・・・・・・299円

25木

先着200点限り

先着500点限り
お1人様計2点・
先着計500点限り

先着500点限り

先着200点限り

先着各50点限り
先着計100点限り

先着各25点限り

先着100点限り

先着500点限り

お1人様2点・先着200点限り

〈長野県産他〉サン津軽りんご
（2個入・1パック） 399円先着100点限り

オ
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8/24水

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
・・・・・・・・・5割引

ネスカフェ
ゴールドブレンド・
コク深め
（各90g）

・・・・・・・・各499円

【デリカ味彩】
ミニ豚ロース
串カツ
（10本入）

・・・・・・・・・・・・280円

【塩干コーナー】
〈三重県産〉
うなぎ蒲焼
（養殖・解凍／1串）

・・・・・1,180円

【東信水産】
まぐろ
店頭表示価格
（税抜）よりレジにて

全品2割引

【サイボクハム】
ゴールデンポーク
塩ダレ焼肉用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・324円

【肉処せんや】
〈国内産〉牛肩
ロースうす切り
店頭表示価格
（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・2割引

〈南アフリカ産〉
グレープ
フルーツ
（1個）

●〈群馬県産〉（産地直送）レタス（1個） ●【麻布あさひ】手羽串・
ぼんじり串（1本）

●【デリカ味彩】肉団子（100g当り）

●パスコ 十勝
つぶあんパン・こしあんパン
（各1個）

●【塩干コーナー】
〈長崎県産〉真あじ開き（1枚）
●【肉処せんや】〈国内産〉
豚ハラミ味付焼肉用
（解凍／100g当り）

●明治 北海道十勝まろやか
ヨーグルト（78g×4・1パック）

●【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭（養殖・解凍／1切）

●【日本ばし大増】おにぎり
（鮭フレーク・昆布・おかか／各1個）

●丸広 一等粉使用ソフト
パン粉（230g）

先着1200本限り●〈岩手県産〉きゅうり（3本）

先着200点限り●〈茨城県産他〉ピーマン（1袋）

先着200点限り●〈新潟県産〉まいたけ（120g・1パック）
先着200点限り●〈群馬県産〉（産地直送）小松菜（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・99円

99円均一セール99円均一セール99円均一セール

※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

予告


