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5/24 水

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」

〒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 6月6日（火） ※飯能店・日高店は営業しております。
   ぜひご利用くださいませ。

UVニット特集

月末の金曜午後は、軽く飲んだり、お買物をしたり。
自分スタイルで、ゆったり気分を楽しみませんか。

植物から糸を染め、さらに
生地を染めて色が何年も
持続するよう制作。
ご購入後に色等に不具合
が生じた場合、何年先でも
無償で染め直しいたします。

百貨店でプレミアムな週末を。
予告

◆5月26日（金）～28日（日） ◆各階にて

匠の手仕事展
〈機織工芸 Hawk〉
◆5月24日（水）～30日（火）

〈最終日は午後4時閉場〉

◆3階=リビング

◆5月28日（日）
①午後1時～ ②午後3時～

・・・・・・21,600円

波柄ストール
（シルク100％／

42×200cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【フロ プレステージュ】
プレミアムディナーセット
（2人前・1セット）

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

【北京飯店】
北京ダックセット
（1セット）

〈銀座山野楽器〉
6階＝下りエスカレーター前 特設会場 地階＝食料品 地階＝名店

できたてのフレッシュな
ドリンクがそのまま
飲める手軽で使い
やすいブレンダー。
スムージーをはじめ
とした専用レシピ
付きです。

・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

〈レコルト〉
ソロブレンダー
サンテ
（各色／容量300㎖）

◆3階＝家庭用品

美と健康フェア ◆5月24日（水）
　～30日（火）
◆各階にて開催

こころとからだの「キレイ」が目覚める、ヘルシーライフをお手伝い。

使いやすいブレンダーで
フレッシュなドリンクを
お手軽に。

すばやくなじみ、
メラニンの生成を抑え
シミ、ソバカスを防ぎます。
毎日の美白ケアに
おすすめです。

コンパクトながら長傘のように開閉が簡単です。

袖レース切り替えが
ポイントのニット
カーディガンは、一枚で
オシャレとUV対策ができる
優秀アイテムです。

・・・・2,700円

ブランポート
ボディ ホワイトニングエッセンスn
（薬用ボディ美白美容液／150㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

晴雨兼用傘「楽折スタイル」
（UV遮蔽率99.9％以上・遮光率99.9％以上）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円

婦人UVニット
カーディガン
（レーヨン50％・アクリル50％・
レース：ナイロン60％・綿40％）

◆3階＝ハウスオブローゼ

肌にすばやくなじみ、
メラニンの生成を抑制。

◆1階＝婦人雑貨

どこでも素早くサッと出して
簡単にUVケア。

◆2階＝スタイリッシュガーデン ◆1階＝化粧品

スポーツやアウトドアシーンに最適なBBタイプの
プロテクター。太陽光を巧みに操るパウダー配合で、
引き締まった印象の健康的な美肌を演出します。
独自のウェットフォーステクノロジーを採用。
汗や水に反応し、紫外線防御膜を強化します。*　
肌にうるおいを与えるアミノ酸配合。

〈資生堂〉BBフォースポーツ（日中用乳液）
（SPF50+・PA+++／全3色／30㎖）・・・・・・・・・・・・4,536円

*肌上のサンスクリーン膜の均一性を高め、安定に保つ

夏のコスメティックフェア

各日3セット限り

オカリナ ミニコンサート
ヤマノミュージックスクール入間
講師によるスペシャルイベント

オカリナ：
鈴木恵美
講師

観覧自由



※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。 ※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。

◆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

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

5/24水

25 木 27土 ●28日

近藤乳業 酪農牛乳
（1ℓ・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　300円
・・・・・・・・・・・179円

【東信水産】
〈長崎県産〉あじ干物
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）高原レタス
（1個） 129円お1人様2点・先着200点限り

〈熊本県産他〉赤肉メロン
（1個） 599円お1人様2点・先着100点限り

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭西京漬（養殖／3切）・・・499円
【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉小間切れ（100g当り）・・・・・99円

〈熊本県産〉グミニーミニトマト
（約200g・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　199円お1人様2点・先着200点限り

〈フロリダ産〉グレープフルーツ（ルビー）
（1個） 159円お1人様5点・先着200点限り

【東信水産】〈日本海産・太平洋産〉
めばちまぐろ ぶつ切り（約150g入）580円
【肉処せんや】宮城県産
森林どりもも肉（100g当り）138円

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋） お1人様2点・先着300点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）お1人様2点・先着200点限り

●〈鹿児島県産他〉新じゃがいも
（2個） お1人様6点・先着300点限り

●〈佐賀県産〉新たまねぎ
（2個） お1人様6点・先着300点限り

お1人様2点・先着200点限り

お1人様1点・先着300点限り

お1人様1点・先着150点限り

●〈埼玉県産〉きゅうり
（3本）

●三幸製菓 おかき餅（12枚入）
●フジッコ フルーツセラピー各種（1個）

●ペヤング ソース焼きそば
（120g）

●丸広 一等粉使用
ソフトパン粉（230g）

●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）お1人様6本・先着1200本限り

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ロースステーキ用
（100g当り）・・・1,080円

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛）・・・・・・・・・・・・・880円

〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）ほうれん草
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

マルちゃん 焼そば
（150g×3食・1袋）129円

【塩干コーナー】
〈宮崎県産〉
うなぎ長焼き
（1尾）・・・・・・・・・・・1,580円

【デリカ味彩】
若鶏の竜田揚げ
（100g当り）・・・・・・・・199円

播州 揖保の糸
素麺（300g）・冷麦（400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円
（各1個）・・・・・・・・・・・・各279円

【東信寿司】
にぎり寿司（10貫）

880円
〈熊本県産〉
肥後浪漫すいか（1/8カット）

499円

各日お1人様2点・先着200点限り
各日先着50点限り

各日先着50点限り 各日お1人様4点限り

【肉処せんや】
〈国内産〉黒毛和牛
焼肉用各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2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・・・3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・・・5割引

オープニングスペシャル特価

各日お1人様2点・
先着50点限り

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ（4個）

599円お1人様2点・
先着100点限り

2本

よりどり2点

26 金

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン
（400g）・・・・・・・・・・・・・・・399円

【3階＝ギフトプラザ】

〈磨き屋シンジケート〉
2重タンブラー
（ステンレス／370㎖）・・・・・・・・・・8,640円

泡立ちの良さ、炭酸の
細やかさは、こだわりぬいて
磨きあげた職人の
研磨技術にあります。

【3階＝紳士雑貨】

〈ダックス〉
二つ折り財布
長財布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

・・・・・・・・・・・・・14,040円

光沢のあるボディに2種類の型押しを
組み合わせた、遊び心のある財布です。

ご予約特典
期間中、〈ダックス〉の財布をご予約のお客様に
粗品を差しあげます。※数に限りがございます。

ご予約特典 期間中、父の日ギフトとしてご予約の
お客様に「無料でイニシャル」をお入れいたします。

【地階＝和洋酒】

99円均一セール99円均一セール
セルフマート青果

◆ご予約承り日：5月30日（火）まで
◆お渡し日：6月10日（土）以降

◆ご予約承り日：5月30日（火）まで

◆5月24日（水）から
◆各階にて開催

◆ご予約承り日：6月11日（日）まで
◆お渡し日：6月16日（金）～18日（日）

6/18○ 父の日
「ありがとう」記念日。

日

2017 MARUHIRO
Father,s Day
Gift Collection

まるひろ
父の日ギフト
早期ご予約

入間店は、
6月5日（月）まで

休まず営業いたします。
ガトーフェスタ ハラダ 期間限定販売会

◆5月24日（水）～30日（火） ◆地階＝特設会場 ※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

グーテ・デ・ロワ
簡易大袋
（2枚入×13袋入（26枚））

小麦の味を賞味するものと称される芳ばしい香りの
フランスパンに、上質なバターなどを使用して丁寧に
仕上げたガトーラスクです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円
グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート
簡易大袋（10枚入）

ガトーラスクの片面にホワイトチョコレートを
コーティングしました。
クリーミーなホワイトチョコレートの優しい口どけと
上質なバターの香りが絶妙にマッチした逸品です。

マルイシ
いぶり
たけのこ
（1パック）

・・・・499円

◆5月28日（日）まで
◆地階＝食料品

こだわりセレクション
まるひろがおすすめする厳選の逸品

比内地鶏スープで味付けし、
たけのこの持つ美味しさを
よりいっそう引き出しています。
香ばしくシコシコとした食感で
お酒のつまみにどうぞ。

・・・・・・・・・3,564円

【帝松】父の日
名入れラベル
①手造り
大吟醸
桐箱入り
（720㎖・1本）

・・・・・・・・・・3,564円

②特選純米
吟醸金箔入
（1.8ℓ・1本）

①

②

※行書体か楷書体を選択できます。
　（写真は行書体です。）名前の右側に
　１０から２０文字までのメッセージを入れることが
　出来ます。


