
2/10水
〒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

2016

※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 2月の店休日のご案内16日（火）・23日（火） まるひろMクラブカードは
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」※飯能店は営業しております。ぜひご利用くださいませ。

誠に勝手ながら2月18日（木）は決算品調べの
ため午後5時閉店とさせていただきます。

New

※写真はイメージです。

まるひろ
オリジナル

バレンタイン
弁当特集

♥地階＝食料品

◆地階＝食料品

♥14♥2/13土 日
限り

【麻布あさひ】
そぼろ弁当
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・501円

【デリカ味彩】
五色豆ごはん
弁当（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
各日先着10点限り

【日本ばし大増】
幕の内弁当
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【京樽】
錦ちらし
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【東信寿司】
海鮮丼
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・798円

バレンタイン
ケーキ特集

【FLO 
プレステージュ】
ショコラハート
（1辺12cm・1ホール）
・・・・・・・・・・1,610円

◆2月14日（日）まで  ◆地階＝食料品
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

【デメル】
ザッハトルテ
（0号／6.5cm）

・・・・・・・・・・・・・・・540円

【トップス】
チョコレート
ケーキ
（レギュラー／1台）
・・・・・・・・・・1,901円

各日先着10点限り各日先着10点限り

各日先着10点限り各日先着10点限り

【たごさく】
栗赤飯
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円
各日先着10点限り

【ゴディバ】
①クープダムール ハートボックス
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

②ゴールドコレクション
（5粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

            【パティシエ エス コヤマ】
How far is it from Japan to the 
Cacao Farm?（6枚入）・・・・・・・・・・・918円

【メリーチョコレート】
鏡山 ガナッシュチョコレート
（90g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【スヌーピー by グランフール】
スヌーピー缶
（7個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【デメル】ソリッドチョコ
猫ラベル（ミルク・スウィート・
ヘーゼルナッツ／各1個）1,944円

【ハーティー by モロゾフ】
ハーティー
（ピンク／28個入）・・・・・・1,080円

【アレックス＆マイケル by モロゾフ】
アレックス＆マイケル
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

【フーシェ オリンポス】
オリンポスの煌めき／Planete
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【グランフール】
サッカーショコラL
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【ロイズコンフェクト】
生チョコレート［オーレ］
（20粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

【バニラビーンズ】ショーコラ
（マイルドカカオ・リッチミルク・カフェ
プレミアム・プラリネノワゼット／
4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

【東京凮月堂】
サピニエールS
（6枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【ガトーフェスタ ハラダ】
グーテ・デ・ロワ プレミアム・
バレンタインエディション
Ｍ／mika ninagawaコラボパッケージ
（プレミアム5枚、プレミアム
バレンタインエディション5枚）1,944円

◆2月13日（土）・14日（日）
　の販売となります。

◆2月13日（土）・14日（日）
　の販売となります。

◆2月14日（日）まで
　の販売となります。

ヤニック・シュヴォロー氏 小山進氏

①

②



※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。 

◆地階＝食料品2/10 12水 金 食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※生鮮品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。

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

※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。

入
間
店 

2
月
の
店
休
日
の
ご
案
内

16
日（
火
）・23
日（
火
）

10●水

13●土

11●木●祝 12●金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89円

〈愛媛県産〉
キウイフルーツ
（1個） ・・・・・・・・・・・880円

【肉処せんや】国産牛
肩ロースすき焼用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円

【東信寿司】
かに丼（1人前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

味の素 さらさら
キャノーラ油（1kg・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　199円
〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（100g当り）

・・・・・・・・・・・179円
小岩井 生乳100％ヨーグルト
（プレーン・クリーミー脂肪0／各400g・1個）

日替り限定お買得 ◆各階にて開催◆2月13日（土）～15日（月）

【2階＝ウィークエンドスタイル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円
婦人ブラウス各種

15点限り

【3階＝寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,620円

有名ブランド
クォーターケット
（パイル糸（毛羽部分）：
アクリル100%／100×70cm）

20点限り

14●日

【1階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

ハンドバッグ各種
20点限り

【3階＝カジュアルパーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円

紳士マイクロフリース
ハイネック

30点限り

15●月

【2階＝オンシーズン】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円

婦人裏起毛
テーパードパンツ各種

15点限り

【1階＝婦人雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

婦人ニット帽子各種
30点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円
〈栃木県産〉とちおとめ（1パック）

先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・150円
【東信水産】〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（養殖・解凍／1切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
【肉処せんや】宮城県産森林鶏
ささみ（100g当り）

　　　　・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　 各299円
4割引

冷凍食品（アイス・ファンケル 青汁・フルッタフルッタ
アサイーを除く）店頭表示価格（税抜）よりレジにて

先着200点限り

●〈長野県産〉
えのき茸（約200g・1袋）

先着200点限り

●〈茨城県産〉
はくさい（1/4カット）

先着200点限り

●〈栃木県産〉
にら（1袋）

先着200点限り

●〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）

先着200点限り

●〈青森県産〉
カット長芋（1袋）

99円均一99円均一青 果

先着100点限り

先着200点限り 先着300個限り

お1人様1点・先着200点限り

・・・・・・・129円

〈長野県産〉
ぶなしめじ
（約200g・1袋） ・・・・・・・・・・・・199円

【肉処せんや】
国産豚ロース生姜焼用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・398円

【東信水産】
〈広島県産〉加熱用かき
（100g当り） 各209円

明治 おいしい牛乳・
おいしい低脂肪乳
（各1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円
〈静岡県産〉（樹熟採取）青島みかん
（7個入・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各199円
永谷園 生みそ汁あさげ・ゆうげ徳用
（各10パック入）

先着100点限り

オープニングスペシャルセール

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ（各1000㎖・1本）

お1人様6本（1ケース）限り

決算処分市開催中！◆各階にて◆2月15日（月）まで

※ボーナスポイントは、2016年3月の付与をもちましてサービスを終了
いたします。予めご了承くださいませ。Mクラブからの大切なお知らせ

入間店100セット限定 お１人様１セット限り

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●友の会カウンターにて販売いたします。

※左記、大人のエンジョイパスをお持ちの方が
　ご購入いただけます。

今月は 2月15日（月）販売！

1割
お得な

※詳しくは、3階＝友の会カウンターまで。
Enjoy「大人の          パス」は従来のポイントサービスに更に特典をプラスしたサービスです。

●税抜3,000円以上のお買物でスタンプを１個押印。 
●半年間でスタンプが12個貯まると500円のお買物券と交換。 
●パスは、友の会カウンターにて発行いたします。 
●パスの発行・交換は偶数月のみとなります。

60歳以上のMクラブカード会員の方に無料でパスを発行。
※今年60歳になられる方も対象となります。

登録受付中！

中島 潔 版画展～新しい風～ ◆2月11日（木・祝）～15日（月）〈最終日は午後4時閉場〉 ◆6階＝バンケットホール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　各6,480円
婦人ニット・パンツ各種

各5点限り

ミシン＆手芸バーゲン
◆2月10日（水）～14日（日） ◆別館1階＝手芸

有名ブランド＆
婦人服専門店バーゲン
◆2月10日（水）～15日（月）

〈最終日は午後5時閉場〉

◆6階＝レストラン街特設会場
・・・・32,184円

■〈ブラザー〉コンピューター
ミシン（AF200）

42,984円
■〈JUKI〉コンピューター
ミシン（HZL-K20）

Present 期間中、ミシンをお買上げいただいたお客様に粗品を差しあげます。

　　専門アドバイザーによる
ミシンの実演説明会開催
◆あす2月11日（木・祝）
午前11時～午後5時

生地・毛糸各種

20%OFF
※一部除外品もございます。

お客様の大切な時計を診断させていただき、
専門技術者よりメンテナンスアドバイスさせて
いただきます。お気軽にお持ち寄りください。

時計修理無料相談会
◆2月12日（金）～14日（日）
各日午前10時～午後6時

◆2階＝時計

※クロックは対象外になります。

予告

お得な


