
●飯能店 次回店休日のご案内 9月28日（水） ※入間店・日高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」

8/25木

2016

〒357-0025 飯能市栄町24番地4 042（973）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時
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飯能店

SHOES&BAGCollection

お気に入りの靴やバッグで
秋への一歩を、まるひろから。

◆8月25日（木）～29日（月）

〈ReFaty〉
モロッコ雑貨フェア

秋のシューズ＆バッグ特集

秋色STYLE

◆8月25日（木）～30日（火）
◆3階＝婦人靴・ハンドバッグ／5階＝紳士靴・紳士雑貨

秋色の毎日、
はじまります。

　〈ヨネックス〉紳士
　ウォーキングシューズ各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
【5階＝紳士靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円
・・・・・・7,020円

〈ビアンキ〉
ボディバッグ
メッセンジャーバッグ

□イタリア名門自転車
メーカーから、
通勤・通学・お出掛け
からレジャーまで
幅広く活躍するバッグを
ご紹介します。

→

□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。

↓

【5階＝紳士雑貨】

■空を泳ぐ
216,000円

■森に還る
129,600円

□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。

←

・・・・・・・・・・・16,200円

〈アキレスソルボ〉
ウォーキングシューズ
（22.5～24.5cm）

【3階＝婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

〈クレ・ド・ポー ボーテ〉
タンクレームエクラ（ファンデーション）
（クリームタイプSPF25・PA++／全8色）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

〈コスメデコルテ〉
フィトチューン
マンスリーキット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,700円

バイタルアップローション
・フレッシュ25th
・モイスチャー25th
・ディープモイスチャー25th

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

〈アネロ〉リュックサック
（ポリエステル）

□遊び心があるデイリー
ユースなバッグ。様 な々シーン、
スタイルで使用できます。

←

【3階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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＝婦人靴】

・・・・・・6,156円

〈マカロニックスタイル〉
2WAYボストンバッグ
（ナイロン・ポリエステル・合皮）

軽くて肌触りの
良いナイロン素材。トートにもショルダーと
しても使え、デイリー使いに最適です。

【3階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・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。

↓

【3階＝婦人靴】

□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。

←

17,280円

〈ミズノ〉
紳士ウォーキング
シューズ各種

【5階＝紳士靴】

◆8月25日（木）～30日（火） ◆3階＝化粧品  ※キット・セット・プレゼント品は数に限りがございます。

秋のコスメティック特集AUTUMN COSMETIC Collection

〈クレ・ド・ポー ボーテ〉 〈コスメデコルテ〉 〈ちふれ化粧品〉

ご購入
特典

白石貴士本人に
よるイベント

期間中、
白石貴士氏の
絵画をご購入
いただいた
お客様には
｢白石 貴士本人
直筆イラスト｣を
裏板にお描き
いたします。

「ミニ絵画教室」
各日①午前11時から ②午後2時から 食器・

インテリア
雑貨まで
モロッコ
テイストを
お楽しみ
ください。

◆8月25日（木）～29日（月）
◆2階催場

※写真はイメージです。

空と大地と風と

白石 貴士
こころの風景展
「いつかこんな風景の中にいたような」
そんな心の風景を描いた作品を

ご紹介いたします。

◆8月25日（木）～29日（月）　◆2階催場
〈最終日は午後4時閉場〉

「ライブペイント」
各日午前11時～午後4時随時開催

参加費
所要時間

500円
約1時間

アクリル絵の具を使って描いてみよう！

限りなく輝くひとの、肌。
革新的なテクノロジーが
かなえた、光の層のベース
メースキャップ。ブラシを使って
纏えば、美しい素肌をより
誇らしい肌へと、誰よりも輝く
存在感。クレ・ド・ポー ボーテ。
～まろやかな艶が魅せる、
上質感。～

「うるおい、毛穴、透明感」
人気のスキンケアブランド
“フィトチューン”を1ヶ月
体感できる限定キットです。

【キット内容】

・リファイニングソフナーER（110㎖）
・ハイドロチューナー（110㎖）
・Wクレンジングセラム（100㎖）
・フェイシャルピュアコットンN（30枚）

バイタルアップローション
25周年記念限定デザインボトル

　　　　限定商品
先行予約受付中
数量限定

９月１日（木）発売　



※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。商品は豊富に取り揃えてございますが、万一品切れの場合はご容赦ください。

●食料品売場●食料品売り出し期間 木 日8/25 8/28 ※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。
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飯 能 店

冷凍食品

先着60点限り

各日先着100点限り

先着50折限り

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

店頭表示価格
（税抜）より
レジにて 5割引3割引 ※一部商品を除く

99円均一99円均一

北海道
山丁長谷川商店
特別販売会

〈群馬県産〉（産地直送）
とうもろこし（1本）.....................99円

〈北海道産〉トマト
（1パック）....................................299円

【デリカ味彩】完熟トマトリゾット
コロッケ（4個・1パック）...........280円

【デリカ味彩】塩味枝豆
（100g・当り）.....................99円

キッコ－マン 
特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ
（1ℓ・各1本）................299円

〈茨城県産他〉幸水梨
（2個入・1パック）.........................499円

明治 おいしい牛乳・おいしい低脂肪乳
（1000㎖・各1本）.........................209円

国産黒毛和牛 霜降焼肉用
（約130g・1パック）.......................980円

マルコメ 京懐石・丸の内タニタ食堂の
減塩みそ（650ｇ・各1個）...........299円

【魚力】海鮮寿司「みさき」
（8貫・1パック）.............................850円

黒霧島25度
（1.8ℓ・1パック）....................1,438円

国産豚 並挽肉
（100ｇ当り）........................................99円

はごろも ポポロスパ７分結束
（700ｇ・1袋）.................................199円

【魚力】〈アメリカ産〉銀だら西京漬け
（2切）...........................................699円

〈群馬県産〉キャベツ
（1個）...........................................129円

〈北海道産〉南瓜
（100g当り）......................................39円

【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（6枚・1パック）.............................450円

函館
がごめとろろ
（35g）

...........398円
いかめし
（2尾入）

...........498円
焼鮭荒ほぐし
（180g）

...........432円

〈ニュージーランド産〉
キウイフルーツ（5個）........399円

明治 ブルガリアヨーグルト
プレーン・そのままおいしい脂肪０
（450ｇ・各1個）.............................139円

サイボク豚 もも切り落し
（100g当り）.................................199円

ヤマザキ バターロール（8個入）
レーズンバターロール（7個入）
（各1袋）.......................................169円

【魚力】〈ノルウェー産〉
アトランティックサーモン
（刺身用/100ｇ当り）....................380円

産地精米 新潟県産コシヒカリ
しらゆき米（5㎏・1袋）...1,880円

国産若鶏ムネ肉
（100ｇ当り）.......................................59円

【魚力】ねぎとろ（本まぐろ入）
（100ｇ当り）.................................280円

はごろも シャキッとコーン
（3缶入・1パック）..........................199円

先着500点 先着500点先着1200本

先着200点 先着200点

先着200点 先着100点

各日先着100点各日先着100点

お1人様2点
各日先着100点限り

※銘柄豚を除く

27土・28日 朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。

26金 朝市 午前10時～正午12時までの
お買得 ※数に限りがございます。 26●限りのお買得26金限りのお買得

27●・28●限りのお買得27土・28日限りのお買得

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス

（1個）

〈岩手県産他〉
きゅうり
（3本）

ＪＡ全農たまご
朱のしずく 赤玉小玉
ミックス（10個入・1パック）

大塚食品
ボンカレーゴールド
（甘口/中辛/180g・各1個）

ユウキＭＣ セパレート
フレンチドレッシング
イタリアンドレッシング
中華ドレッシング
（150㎖・各1本）

〈茨城県産他〉
ピーマン
（1袋）

〈群馬県産〉
（産地直送）小松菜

（1袋）

みまつ 生餃子
（9個入・1パック）

〈イタリア産〉
豚バラうす切り
（解凍/100ｇ当り）

国産若鶏もも肉
（100ｇ当り）

国産さんま開き
（1枚）

国産真あじ開き
（1枚）

〈南アフリカ産〉
グレープフルーツ
（1個）...............................99円

【魚力】海鮮丼
（1折）..........................499円

南部どり
全
品
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8／25木オープニングスペシャル 8／25木限りのお買得

お1人様1点　 
先着300点限り

お1人様3本　 
先着300本

お1人様2点　 
先着合わせて200点限り

各日先着100点

◆会期：8/25㈭～29㈪閉店まで
◆場所：1階＝特設売場

お1人様1ケース
（6本）限り

※ポイントサービス対象外となります。

ＣＨＡＹＡマクロビ 
豆乳マヨ
（200ｇ・1本）

..................540円

コサナ
マヌカハニー
ＭＧＯ１００＋
（250ｇ・1個）

...3,672円卵を使わずに、国産大豆
とこだわりの原料でつく
ったマヨネーズタイプ調
味料です。

ほかのハチミツには無い独特の香りとコク、
そして群を抜いて多いMGO（食物メチルグ
リオキサール）が魅力です。

お1人様2点　 
先着100点限り


