
まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。 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」

11/22水

2017

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

BLACKFRIDAY
衝撃プライスの3日間

！！

婦人ニット
・

カットアン
ドソーン

各種 1,080円

アメリカのお買得
イベントがまるひろに
初上陸!

【2階＝婦
人服】

11月24日（金）・25日（土）・
26日（日）の3日間！
各階にて開催！！

フ ラ イ デ ーブ ラ ッ ク

予告

衝撃プライスの3日間
！！

婦人あった
か

ボトム各種

1,080円
【2階＝婦

人服】

紳士カシミ
ヤ

ニット各種

（カシミ
ヤ100％

）

5,400円
【3階=
紳士カジュ

アル】

※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。

20点限り

20点限り

ハンドバッ
グ各種

2,160円
【1階＝ハ

ンドバッグ
】20点限り

20点限り

婦人靴下
よりどり6

足

1,080円
【1階＝婦

人靴下】
200点限り

◆11月24日（金）～26日（日）〈最終日は午後5時閉場〉
◆1階＝エントランス

期間中は、盆栽の販売会とミニ盆栽のワークショップを毎日実施。
また、ご自宅の盆栽の無料相談会も合わせて行います。

× 盆栽清香園
～秋と冬の移り変わりを楽しむ～

盆栽の体験・販売会

●持ち物：エプロンまたはカジュアルな服装
●ワークショップ受講料：1,080円＋鉢代＋苗代

お問合せ：入間店04-2963-1111（代表） ※お席が空いていれば当日参加も可能です。

各回
6名様

①午前11時から ②午後2時から
③午後4時から （各回30分）

ご予約
受付中

※費用の目安は3,240円から
※サイズや苗により料金は異なります。
■講師：清香園スタッフ ■教室主催：山田香織氏（清香園5代目家元）

紳士ダウンコート
（表地：ポリエステル100％、
中わた：ダウン90％・
フェザー10％、
裏地：ポリエステル100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・41,040円

◆11月22日（水）～28日（火）
◆3階＝カジュアルパーツ

〈資生堂〉 〈ちふれ化粧品〉
〈ユミカツラ〉紳士コートフェア冬のコスメ特集 ◆1階＝化粧品

お尻まで隠せるミドル丈
コートです。
フードが取り外し可能な
ライトダウンなので
厚着にならず
スッキリと着こなせます。

バイタル
パーフェクション
リンクル
リフトクリーム
（医薬部外品／15g）

・・・・・・・・・・・・12,960円

シワ改善。そして美白。
多面的アプローチで
はずむ表情に。
SHISEIDOから
世界へ。

グレースフル
モイスチャー
リップ
スティック
（全12色）

・・・各1,620円

ムラなくフィットし、品よく美しく発色。
うるおいのベールでつつみ込みながら、ふっくら
なめらかな唇にととのえて色つやが持続します。

好評発売中

まるひろは月末「金・土・日」もプレミアムフライデー。
◆各階にて開催      

カスタムインソールイベント

◆11月24日（金）～28日（火）
◆インソール作成：お1人様 約10分（予約不要）

◆11月24日（金）
正午12時～午後6時

専門スタッフが足の無料分析にて、様々な足の
お悩みにお答えいたします。

足のお悩み相談会

日本シグマックス（株）野川 勝巳氏 来店

〈カスタムバランス〉インソール
（22.0～28.0cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円

ブランケット
（約50×150cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円

足裏にかかる圧力や左右のバランスをチェックし、
一人ひとりの足にあわせたインソールをお作りします。

Present
〈くらし美人〉で5,000円
お買上げ毎に「500円分
のお買物券」を差し
あげます。

期間中〈エレメントオブ
シンプルライフ〉で
お買上げのお客様に
「レナウンメンバーズカード
ポイント」を通常の2倍付与
いたします。
※セール商品は除外となります。

百貨店でプレミアムな週末を。◆1階＝〈銀座ヨシノヤ〉コーナー

◆2階＝婦人服 ◆3階=トータルカジュアル ◆6階=紀伊國屋書店

      〈くらし美人〉あたたかフェア　
〈エレメント オブ シンプルライフ〉

Wポイントフェア
◆11月24日（金）～26日（日）

◆11月24日（金）～26日（日）

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

◆12月18日（月）まで〈最終日は午後4時閉場〉 ◆7階催場

Kobaton

お歳暮ギフトセンター好評開設中！
彩の国から冬の贈り物
2017 まるひろのお歳暮 期間中、2017年の他社ギフト申込書をご持参の上、

新規にお歳暮ギフトセンターにて10,800円以上
お買上げでご配送のお客様に「1,000円のお買物券」
をプレゼントいたします。

期間中、お歳暮ギフトセンターにて10,800円以上
お買上げの、まるひろ友の会・Mクラブカード・スターカード
（リーダース・チェリー）各会員様、全店合計先着5,000名様に
「まるひろオリジナルひざ掛け」をプレゼントいたします。 ※詳しくは売場係員にお尋ねください。

乗り換えキャンペーン ◆12月18日（月）までお買上げ特典 ◆11月30日（木）まで ※写真はイメージです。

〈ミズノ〉
ブレスサー

モ

ジャケット
各種

3,240円
【3階＝ス

ポーツ】
10点限り

〈昭和西川
〉

羽毛布団＋

ムアツふと
んセット

50,000円
【3階＝寝

具】

3点限り

〈昭和西川
〉

羽毛布団＋

あったかカ
バーセット

30,000円
【3階＝寝

具】

5点限り

（羽毛布団：ホワイト
ダック90％／1.1㎏、
ムアツふとん：8×91×200cm）

（羽毛布団：ホワイトダック93％／
1.2kg、あったかカバー：
150ｃｍ×210cm）



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。

◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

※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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118円

【肉処せんや】
〈国内産〉若どりモモ角切り
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
牛肉とごぼうのおこわ
（200g・1人前）

23 祝
木

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）

●S&B おでんの素（80g） ●マルちゃん 北海道産
小麦の玉うどん（180g×3）
●日本ビーンズ 国産大豆の
濃い豆腐（200g×2）

●明星 一平ちゃん夜店の
焼そば（135g）
●丸広 一等粉使用
ソフトパン粉（230g） ●森永 マウントレーニア

カフェラッテ（240㎖）●グリコ ポッキー（チョコレート・
極細・ミルク／各2袋入・１箱）

●フジパン 本仕込食パン
（6枚切・8枚切／各１袋）

●パスコ 十勝つぶあんパン・
つぶいちごジャムパン・
カスタードクリームパン
（各1個）

青果 セルフマート

オープニングセール

名店お買得市

http://www.maruhiro.co.jp/検索丸広百貨店

◆地階＝名店

名店自慢の美味をお買得でお届けします。

食品大市家計を応援！食料品をご奉仕価格でご提供！

◆11月22日（水）～26日（日） ◆地階＝名店

食
料
品
よ
り
ど
り
祭

◆11月22日（水）～26日（日）
◆地階＝名店

◆地階＝名店

クリスマスケーキ
ご予約承ります。

ご予約承ります。
※お品代はご予約の際、または12月14日（木）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。

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

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

ご予約受付
お渡し

ご予約受付
お渡し

12月22日（金）まで
12月31日（日）〈午前11時から午後5時〉

まるひろ
オリジナルリニューアル まるひろ

オリジナル新商品

・・・・・3,132円

■〈ミュゼ・ドゥ・
ショコラ テオブロマ〉
ガトーノエル
（約8×12cm）

・・・4,212円

■〈パティスリー 
コンコルド〉クリスマス 
パンダ＆ウサギ
（直径約18cm）

19,440円

■【銀座新之助 貝新×まるひろ】          
まるひろオリジナル山中塗重箱入
和風二段重（30品目約3人前／19.5×19.5×
5ｃｍ×2段／重箱材質：ABS樹脂）

・・・・・・・・・・25,000円

■【京都 野村】まるひろオリジナル
「京のこだわりおせち」
和洋三段重（42品目 約3～4人前／
21×21×4.6cm×3段）

まるひろ
オリジナル

まるひろ
オリジナル

【たごさく】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141円
つくね串
（1本）

【麻布あさひ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・789円
ずわいがに海鮮ちらし
（1人前）

【京樽】

・・・・50円引
お弁当・丼ぶり店頭表示価格
（税抜）よりレジにて

【北京飯店】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530円
広島県産 牡蠣のマリネ
（100g当り）

【フロ プレステージュ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円
デニシュー
（1個）

【アンデルセン】

※写真はイメージです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン
（400g）

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

・・・・・・・・4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 ・・・・・・・・3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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】たまねぎ畑のツナマヨフライ
（5個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円
【サイボクハム】ポークウィンナー
（216g）

・・・・・・・・・・・・449円
【塩干コーナー】〈ロシア産他〉鳴海屋 
あごだし明太子（100g・1パック）

・・・・・・・・・・580円

【東信水産】〈太平洋産他〉
めばちまぐろブツ切り
（120g入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199円

〈北海道産〉たまねぎ
（1袋）
お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円

〈山形県産他〉サンふじ
（3個）
お1人様6点・先着300点限り

お1人様4本・先着400本限り

●〈熊本県産他〉ミニトマト
（100g当り）お1人様2点・先着200点限り

●〈長野県産他〉えのき茸
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

●〈北海道産〉じゃが芋
（3個） お1人様6点・先着900点限り

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋） お1人様2点・先着200点限り 先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

【肉処せんや】
〈国内産〉牛モモうす切り
（100g当り）

24 金

11/22 水
11/22 水

399円

〈山形県産〉ラ・フランス
（2個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・418円
ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖・1本）

●フランクフルト（180g）
●ゆずウインナー（145g）
●ピザウインナー（145g）
●ピリ辛ウインナー（145g）●〈チリ産〉銀鮭（養殖／2切・1パック）

●〈長崎県産他〉アジ干物
（3枚入・1パック）

●〈アメリカ産他〉明太子
（80g入・1パック）

●〈アメリカ産他〉たらこ（80g入・1パック）

●明治 きのこの山（74g・1箱）・
たけのこの里（70g・1箱）

●デルモンテ リコピンリッチ（485g）

●S＆B とろけるカレー
（甘口・中辛・辛口／各180g・1箱）

●味の素 クノールカップスープ
（コーンクリーム・つぶたっぷりコーンクリーム・
ポタージュ／各3袋）

●亀田製菓 ソフトサラダ（20枚入）

●フジッコ おまめさん豆小鉢
（黒豆：63g×2・1パック、きんとき・やさい豆・
こんぶ豆：各65g×2・1パック）

●紀文 マリーン（12本入）・
まろやか仕込み竹笛（4本入・1袋）

●明治 ブルガリア
フルーツヨーグルト各種（75g×4）

各399円

はごろも 
シーチキンLフレーク・マイルド
（各70g×4缶入・1パック）

〈香川県産〉
オリーブブリ刺身試食販売会

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈福岡県産〉
富有柿
（1個） ・・・・・・・・・・398円

【東信水産】〈アメリカ産〉
銀ダラ切身（解凍／
100g当り）

各299円

キッコーマン 
特選丸大豆しょうゆ・
減塩しょうゆ
（各1ℓ・1本）

・・・・・・・540円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛切落し
（100g当り）

お1人様5点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  79円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）

お1人様2点・先着200点限り

【東信水産】は11/24●限り金

ポイント
まるひろMクラブカード

【東信水産】は
11/24●限り金 ポイント

まるひろ
Mクラブカード

99円均一セール99円均一セール

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。

◆
11
月
22
日（
水
）〜
26
日（
日
）
◆
地
階
＝
食
料
品

セルフマート 【東信水産】 【サイボクハム】

300円158円 よりどり2点
1点 1,000円530円

厳選 加工品 よりどり2パック

1パック1,000円398円
よりどり3パック

1パック


