
10/26□水 29□土・ 30□日・ 限り
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」上記期間中は「100円（税抜）のお買物で3ポイント」

全館 ポイント フェア倍 3  3 
まるひろMクラブカード会員様

※ポイントは本体価格で計算させていただきます。※一部除外品もございます。※他の割引ご優待との併用はできません。※詳しくは係員におたずねください。 

10/26水

2016

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

まるひろ各店共同企画特別号
東松山店 0493（23）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時

上尾店 048（777）1111（代表）
営業時間：午前10時～午後7時30分

日高店 042（984）1111（代表）
営業
時間

1階＝午前10時～午後7時30分
2階＝午前10時～午後7時

飯能店 042（973）1111（代表）
営業時間：午前10時～午後7時

入間店 04（2963）1111（代表）
営業時間：午前10時～午後7時30分

坂戸店 049（288）0001（代表）
営業
時間

1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

★11月1日（火）まで
★各店・各階にて開催

飯能店・東松山店・入間店・上尾店・坂戸店・日高店 まるひろ各店共同企画

日頃のご愛顧に感謝を込めて。

まるひろ全館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円ケープ

ケープバーゲン

【婦人雑貨】飯能店・東松山店・入間店
上尾店・坂戸店・日高店

【婦人雑貨】飯能店・東松山店・入間店
上尾店・坂戸店・日高店

【ハンドバッグ】
飯能店・東松山店・入間店・上尾店
坂戸店・日高店

【婦人靴】
飯能店・東松山店入間店・上尾店
坂戸店

【ウィークエンドスタイル】
飯能店・東松山店・入間店・上尾店
【婦人服】坂戸店・日高店

【スタイリッシュガーデン】
飯能店・東松山店
入間店・上尾店
【婦人服】坂戸店

【紳士雑貨】飯能店・東松山店・入間店
上尾店・坂戸店・日高店

【スポーツ】
飯能店・東松山店
入間店・上尾店・坂戸店・日高店

【子供服】
飯能店・東松山店・上尾店・坂戸店

【寝具】飯能店
東松山店
入間店・上尾店・坂戸店・日高店

各店10点限り

【家庭用品】飯能店・東松山店・入間店
上尾店・日高店 【インハウス】坂戸店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円
　婦人バッグ各種

各店20点限り

【カジュアルパーツ】
飯能店・東松山店・入間店・上尾店
【カジュアル】坂戸店 【紳士洋品】日高店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円

　〈ゴールデンベア〉
紳士ポロシャツ各種

各店20点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,296円

　〈ゴールデンベア〉
紳士ルームパンツ各種

各店20点限り

【ベビー用品】
飯能店・東松山店・上尾店・坂戸店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,728円

　ベビーロングベスト各種
（80～100cm）

各店20点限り

飯能・東松山・入間・上尾店：各店30点限り

飯能・東松山・坂戸・日高店：各店20点限り

坂戸・日高店：各店20点限り

【婦人靴】
飯能店・東松山店・入間店
上尾店・坂戸店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,400円
　婦人ショートブーツ各種

各店20点限り

【スタイリッシュガーデン】飯能店・東松山店
入間店・上尾店 【婦人服】坂戸店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,400円

　婦人インナーダウンアウター
各種（ナイロン100％、詰め物：ダウン90％・
フェザー10％） 各店10点限り

【インテリア】飯能店・東松山店
入間店・上尾店・日高店
【インハウス】坂戸店

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

各店30点限り

【ウィークエンドスタイル】
飯能店・東松山店・入間店・上尾店
【婦人服】坂戸店・日高店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円
　婦人カットアンドソーン
各種 各店20点限り

【紳士ナイティ】飯能店・東松山店・入間店
上尾店・坂戸店・日高店

【家庭用品】飯能店・東松山店
入間店・上尾店・日高店
【インハウス】坂戸店

2,160円

　かっぽう着各種
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日替り限定お買得品

特別限定ご奉仕品

各階お買得バーゲン

※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。

※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。

※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。

※写真は
一例です。

・・・3,240円から婦人ニット各種

婦人ニットバーゲン

【スタイリッシュガーデン】
飯能店・東松山店・入間店・上尾店

紳士帽子バーゲン

【紳士雑貨】飯能店・東松山店・入間店
上尾店・坂戸店・日高店

・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
裏トリコットウィンドブレーカー
（130～160cm）

〈プーマ〉ボーイズバーゲン

【子供服】
飯能店・東松山店・上尾店・坂戸店

5,000円

有名ブランド アクリル毛布
（毛羽部分：アクリル100％、
地糸：ポリエステル100％／日本製／
140×200cm）

ブランドアクリル毛布バーゲン

【寝具】飯能店・東松山店・入間店
上尾店・坂戸店・日高店

※入間店・日高店ではお取り扱いしておりません。

※日高店ではお取り扱いしておりません。 ※日高店ではお取り扱いしておりません。

※入間店・日高店ではお取り扱いしておりません。

【ベビー用品】
飯能店・東松山店
上尾店・坂戸店
※入間店・日高店では
お取り扱いしておりません。

※入間店・日高店ではお取り扱いしておりません。

※日高店ではお取り扱いしておりません。 ※日高店ではお取り扱いしておりません。

※坂戸店・日高店ではお取り扱いしておりません。

・・・2,160円
紳士帽子各種

②・・・3,240円①

②

①

・・・・・・2,160円

　婦人
カジュアル
シューズ
各種

3,240円

　婦人
ニット各種

・・・1,080円

　子供
パジャマ
各種
（100～150cm）

2,160円

　IH対応
卓上鍋各種
（18・20cm）

3,240円

　〈東京西川〉
パッドシーツ
各種

・・・・・・・・・・・・・5,400円

　ベビー4WAY
ダウンケープ

2,160円

　〈ミズノ〉
レディス
ブレスサーモ
長袖Tシャツ
各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円
　紳士ベルト各種4,320円

　婦人
アウター
各種

3,240円

　人工
皮革
帽子各種

各店20点限り

各店20点限り

各店10点限り

各店20点限り

各店20点限り

各店5点限り

各店50点限り

各日先着100名様
各日先着100名様

各日先着100名様
各日先着100名様

各日先着100名様
各日先着50名様

各店10点限り

各店10点限り

11月1日（火）までの期間中、ご来店いただきました
お客様に「まるひろオリジナルお煎餅」をプレゼント！

ご来店プレゼント！！

■お渡し場所：
飯能店 1階=正面入口
東松山店 5階=丸善書店前
入間店 3階=サービスカウンター
上尾店 6階=フリースペース
坂戸店 3階=サービスカウンター
日高店 1階=サービスカウンター

※写真はイメージです。

入間・上尾店：各店30点限り



※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。 

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」上記期間中は「100円（税抜）のお買物で3ポイント」

全館 ポイント フェア倍 3  3 
まるひろMクラブカード会員様

※ポイントは本体価格で計算させていただきます。※一部除外品もございます。※他の割引ご優待との併用はできません。※詳しくは係員におたずねください。

10/26水・29土・30日限り

049（288）0001（代表）
営業時間
1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

坂 戸 店

http://www.maruhiro.co.jp/検索丸広百貨店

まるひろ全館

※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。 

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・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。

食料品 まるひろ各店共同企画 飯能店・東松山店・上尾店・入間店・坂戸店・日高店
●各店食料品売場●食料品売り出し期間10/26 30水 日

青 果 セルフマート

各189円
小岩井 生乳ヨーグルト・生乳ヨーグルト
クリーミー脂肪0（各400g）・・・1,590円

堀商店 魚沼産こしいぶき（5kg）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

やまう もろみらっきょう
（350g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
〈奈良県産他〉種なし柿
（1個）580円

〈インドネシア産他〉天然
ホワイトえび（20尾入）

・・・・・・・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

全品3割引

ハーゲンダッツ
店頭表示価格

（税抜）より

レジにて

全品2割引

国産牛
（交雑種）牛肉
店頭表示価格
（税抜）より
レジにて

限り全館 ポイント フェア倍 3  3 10/26 水

先着300点限り

27木 28金 29土限り全館ポイント フェア倍 3  3 30日限り全館ポイント フェア倍 3  3 

正午12時までのお買得
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

99円均一99円均一

・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】彩りしんじょの
かに風味あんかけ（5個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

【デリカ味彩】南部鶏チキンナゲット
（8個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

【デリカ味彩】えびすかぼちゃコロッケ
（5個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】からふとししゃもフライ
（10尾入）

・・・・・・・各699円お1人様計2点限り

サクラ印 純粋はちみつポリ（700g）・はちみつ
ブルーベリー（650g）

・・・・・・・・・・・・・ 350円2本・・・・・・・・・・・・・（1本）179円
近藤乳業 酪農牛乳
（1ℓ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
〈長崎県産他〉真あじ開き
（3枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
〈広島県産他〉かき加熱用
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
国産豚ロースうす切り肉
※銘柄豚除く（100g当り）

・・・・・・・・399円
　〈熊本県産〉夢未来
みかん（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・179円

JA全農たまご
ピュアテイスト
（10個入）

正午12時までのお買得
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

129円
日清 カップヌードル
（しょうゆ77g・シーフード75g・カレー85g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
〈アメリカ産他〉縞ほっけ開き
（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
プリマハム 香薫あらびきウインナー
（90g×2）

・・・・・・・・・・199円

　味の素 さらさら
キャノーラ油
（1000g・1本）

・・・・・・・・・・・・・159円
国産牛豚合挽肉
（100g当り）

正午12時までのお買得
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,780円
堀商店 新潟県岩船産コシヒカリ
（5kg）
 ※入間店では別途商品をご用意いたします。

・・・・・・・・・・・・・・159円ピックルス ゆず白菜（250g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
〈北海道産他〉いくら醤油漬け
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
〈香川県産他〉ぶり切身
（養殖／2切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円
国産牛（交雑種）肩ロースすき焼用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・398円

　〈太平洋産他〉
めばちまぐろ柵
（100g当り）

・・・・・・・280円
【デリカ味彩】さばの
味噌煮（1枚）

正午12時までのお買得
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・799円
山本山 瀬戸内産全型焼海苔
（24枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各378円
ヤクルト ヤクルト・ヤクルトカロリーハーフ
（各65㎖×10本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円
〈鹿児島県産他〉うなぎ長焼き
（1尾）

1,980円本まぐろ入刺身盛合せ（4点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118円
国産若鶏もも水炊き・から揚げ用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・279円

　〈静岡県産他〉
釜揚げしらす干し
（1パック）

・・・・・・・・・・・・ 299円先着50点限り

〈愛知県産他〉トマト
（1袋）

●〈山形県産他〉にら
（1袋） 先着200点限り

●〈長野県産〉ぶなしめじ
（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

●〈長野県産〉えのき茸
（1袋） 先着200点限り

●〈北海道産〉玉ねぎ
（3個） 先着1200点限り お1人様計2点限り

●明星 一平ちゃん夜店の焼そば（135g）・
夜店の焼そばポテマヨ（116g）

お1人様計2点限り

●大塚食品 ボンカレーゴールド
（甘口・中辛／各180g）

●丸広 一等粉使用ソフトパン粉（230g）

●QBB ベビーチーズ各種（1パック）

●日本ビーンズ 国産大豆の濃い豆腐（200g×2）

●和歌山産業 ジュレココ各種（155g）

オープニングスペシャルプライス

各499円
ネスカフェ ゴールドブレンド・
コク深（各90g・1本）

※入間店では別途商品
　をご用意いたします。

先着100点限り お1人様2点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159円
〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック） 先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
〈ニュージーランド産〉キウィフルーツ
（グリーン）（5個） 先着100点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159円

〈山形県産〉長ねぎ
（1袋） 先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
〈山形県産〉ラ・フランス
（2個入・1パック） 先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199円
〈北海道産〉かぼちゃ
（小玉サイズ／1/2カット） 先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
〈秋田県産他〉早生ふじ
（3個） 先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79円
〈茨城県産〉れんこん
（100g当り） 先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
〈長崎県産〉味まるみかん
（1袋） 先着100点限り

全品2割引
塩鮭 店頭表示価格
（税抜）よりレジにて

金曜日は
魚の日
金曜日は
魚の日

※写真はイメージです。

お1人様計2点限り

◆10月26日（水）～11月8日（火）〈最終日は午後5時閉場〉
◆2階＝婦人服特設会場

毛皮・レザーバーゲン

◆10月26日（水）～11月1日（火） ◆2階＝ハンドバッグ

〈グランティ〉
クラフトハンドバッグ販売会

◆10月26日（水）～31日（月）
◆1階＝アンデルセン

ハロウィンフェア

◆10月26日（水）～
　11月8日（火）
◆2階＝婦人服 染色から縫製まで丹精込めて

仕上げたオリジナルハンドバッグです。

簡単に取り外せるライナー付の
ため、気温に応じて長い期間
お召しいただけます。

〈東京ソワール〉
コート特集

・・・・・・32,400円

　ビーバー
ヤーンコート

スーツよりどり2着22,000円から、ワイシャツ、ネクタイ、カジュアルウェア、
ビジネスシューズ、バッグまでお買得価格にてご提供！

・・・・・・・・・・・63,720円コート ・・・・・・54,000円

　シルク・
シルバー
フォックスコート

・・・・・・・・・27,000円①ポシェット

・・・・70,200円③ハンドバッグ

◆抽選期間：10月26日（水）～30日（日）
◆抽選会場：1階＝正面入口特設会場
◆抽選方法：期間中、まるひろ坂戸店にて、税込
2,500円以上お買上げいただくと、各レジにて
応募券をお渡しいたします。必要事項をご記入
いただき店内の応募ＢＯＸへご投稿ください。

◆当選発表：厳正なる抽選の上、ご当選者様には
11月下旬頃に賞品の発送をさせていただきます。

※1レシートにて税込2,500円以上。合算不可。
※まるひろMクラブカード（クレジット機能付）に
新規ご入会のお客様も一口ご参加いただけます。

坂戸店応募抽選会

◆賞品：全国百貨店共通商品券
1,000円×40名様

クリスマスケーキ
ご予約承ります。

※お品代はご予約の際、または12月14日（水）までにご来店にてお願い
いたします。※数に限りがございますので、お早めにご予約くださいませ。

12月14日（水）まで
12月23日（金・祝）・24日（土）〈各日午前11時から〉

ご予約受付
お渡し

ご予約承ります。

まるひろオリジナルおせち 早期ご予約割引！ 
10月３１日（月）までのご予約で 10%OFF
11月３0日（水）までのご予約で 5%OFF

ご予約受付
お渡し

12月22日（木）まで
12月31日（土）〈午前11時から午後5時〉

まるひろ
オリジナル

◆1階＝名店 ◆1階＝特設コーナー

・・・・・・・25,000円

【京都 野村】
まるひろオリジナル
おせち 和洋三段重
（48品目 約3～4人前／21×21×
5.1cm×3段）

新商品

3,300円

〈パティスリー 
ロタンティック〉
モンブラン
（直径約14cm）

2016年ボージョレ・ヌーヴォーご予約承り中 11月13日（日）まで解禁日販売価格より300円引きにて承ります。ご予約特典
◆1階＝和洋酒

男の大市 ■11月1日（火）まで開催中
■2階＝紳士服・紳士雑貨

①

②③

11月17日（木）解禁日にお届けします。

・・・・37,800円②ハンドバッグ

まるひろ
オリジナル

各238円

【アンデルセン】
黒猫チョコ
クリームパン・
おばけ
クリームパン
（各1個）

Present 期間中、1,080円以上お買上げのお客様
先着50名様に「お菓子」を差しあげます。

New


