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8/16水入間店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒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

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」

誠に勝手ながら8月28日（月）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。

22日（火）・29日（火）●入間店　8月の店休日のご案内
※飯能店は営業しております。ぜひご利用くださいませ。

〈東京ますいわ屋〉
マダムグレ バッグのご紹介
◆2階＝呉服

上質で使い込むほどツヤが出るシャークスキン。
洋装、和装どちらにもマッチするデザインで作りました。
慶弔両用でお使いいただく「お道具」としてのほか、
普段使いで活用できる「丈夫さ」も魅力のひとつです。
あると便利な小銭入れを特別にセットしました。

秋の〈イビサ〉フェア

半期に一度の在庫一掃処分！

◆8月23日（水）～27日（日）
◆1階＝ハンドバッグ

8月21日（月）まで
各階にて開催！

お手入れ会開催
◆8月23日（水）～25日（金） 
各日午前10時～午後7時

秋の装いのポイントとなる新作バッグ・小物の
ご紹介です。

3日間限定で、専門のスタッフが来店します。

〈マタノアツコ〉秋の新作
エプロンキャンペーン
◆8月16日（水）～28日（月）
◆3階＝エプロン

可愛いプリントやモチーフ使いが満載の
〈マタノアツコ〉新作エプロンのご紹介です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　108,000円

〈マダムグレ〉シャークバッグ
（縦20×横28×マチ12cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から
婦人カットアンドソーン各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
婦人サンダル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,860円から
〈エドウィン〉婦人ボトムス
各種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

②〈エレメントオブシンプルライフ〉
半袖シャツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円
①〈ゴールデンベア〉
半袖Tシャツ

特別価格

小銭入れ付

ボルドーセミショルダーバッグ
（バッファロー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64,800円

エプロン（Ｗガーゼ・綿100％）・・・・・・・・・・・・5,400円

※8月22日（火）は店休日です。
※8月28日（月）は午後5時閉店とさせていただきます。

Present 期間中、〈マタノアツコ〉エプロンを
お買上げのお客様先着10名様に粗品を差しあげます。
※セール商品、小物は対象外です。

早い者勝ち！お早
めに！

【2階＝スタイリッシュガーデン】 【1階＝婦人靴】

【2階＝ウィークエンドスタイル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
【3階＝寝具】

〈昭和西川〉接触冷感パットシーツ
（表地：ナイロン75％・レーヨン25％／

100×205cm）

【3階＝カジュアルパーツ】

※写真は一例です。
※写真は一例です。

※写真はイメージです。

紳士有名ブランドカジュアル洋品バーゲン

① ②

10点限り
20点限り



※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。

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8/16 20水 日 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。

おすすめフルーツ おすすめ鮮魚

＆

ポイントフェア168 水 17木 18金 19土 20日・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ（4個）

お1人様2点・先着100点限り

お1人様計4点限り

・・・・・・・・・・・・・299円
【デリカ味彩】彩りしんじょのかに
風味あんかけ（5個）

599円【肉処せんや】〈国内産〉
豚ロース生姜焼き用
（100g当り）

・・・・・・499円
【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭西京漬
（養殖／3切）

各279円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　499円

播州 揖保の糸 素麺（300g）・冷麦
（400g）（各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈佐賀県産〉
ハウスみかん（1パック）

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,380円
〈静岡県産〉うなぎ長焼
（大／1尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円

【デリカ味彩】
平牧三元豚のメンチカツ
（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128円

【肉処せんや】〈国内産〉
若鶏もも角切り
（100g当り）

580円

【東信水産】
〈日本船・
太平洋産他〉
めばちまぐろ
切落し（約120g入・
1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
ヤスダ バラエティセット
（500㎖×4本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　99円

〈南アフリカ産〉
グレープフルーツ（1個）

お1人様5点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円
〈茨城県産他〉幸水梨
（2個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円

【デリカ味彩】
ミニ豚ロース串カツ
（10本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉赤身切落し（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
【東信水産】〈兵庫県産他〉
ちりめんじゃこ（100g入）

・・・・・・・・・・・・ 179円

近藤乳業 
酪農牛乳
（1ℓ・1本）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈秋田県産他〉
カットすいか（1/6カット）

各日お1人様2点・先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈群馬県
赤城高原産〉
（産地直送）
とうもろこし（1本）

お1人様2点・
先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈群馬県
赤城高原産〉
（産地直送）
高原レタス（1個）

お1人様2点・
先着300点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・ 49円

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）

各日お1人様2点・
先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199円

【デリカ味彩】
ムラサキいかのまるごと唐揚げ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・ 799円

【肉処せんや】
〈国内産〉
黒毛和牛もも
焼肉用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円
JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個入・1パック）

・・・・・・・・・・ 各399円

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン（400g）・
健康サララ（600g）

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4割引

●〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ
（1袋）

お1人様4本・先着800本限り

●〈岩手県産他〉きゅうり
（2本）

お1人様2点・先着200点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）

お1人様2点・先着300点限り

お1人様2点・先着300点限り

お1人様2点・先着300点限り

●〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）小松菜
（1袋）

●〈青森県産他〉トマト
（1個）

青 果 99円均一99円均一

◆8月16日（水）～20日（日） ◆地階＝食料品

◆8月16日（水）～21日（月） ◆地階=塩干コーナー◆8月16日（水）～20日（日） ◆地階=青果
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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【小川生薬】
プレミアムな麦茶
（160g）

日本三大麦であるコクの
はだか麦、甘みの二条麦、
香りの六条大麦を
使用しています。

ギフト処分市　お買得市◆8月16日（水）～21日（月） ◆7階催場

※食品ギフト処分市＆食品お買得市はポイントサービスの対象外となります。

ギフト商品（外箱等に多少の傷・難あり商品の為）を、
処分価格（メーカー希望小売価格の50%0FF
※表示価格は割引後の価格です。）にて
特別大提供いたします！

※商品はご自宅使用限定とさせていただきますので、ご進物としてのご注文は
　お承りできません。（のし掛け、包装などのご依頼はご遠慮ください。）
※処分品のため、返品・交換はご容赦くださいませ。 ※数に限りがございます。
　なくなり次第終了いたします。

※写真は
イメージです。

食 品
　【にんべん】
本枯鰹節物語
（2.5g×30袋）

　【泉屋】
徳用ミックスクッキー
（300g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

　【野村佃煮】
おたのしみ袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【柿安】
カレー よりどり3個
セット・・・・・・・・1,381円

　赤羽商店 
有明海産 
特上等級初摘み 
はねだし焼海苔（30枚入）

・・・・・・・・・1,080円

　九州椎茸 
九州産菌床 
無選別椎茸
（100g）
・・・・・・・・　　　　　　　　　599円
　讃岐物産 
阿波半田手延 
切り落とし麺
（500ｇ・1袋）
・・・・・・　　　299円

食料品在庫一掃・理由あり品セール

〈最終日は午後4時閉場〉

よりどり2点

先着200点限り

先着100点限り

先着100点限り


