
まるひろ
Mクラブカード
会員様

12/13□限り水 食料品 ポイントフェア 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」

2017

12/13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

〈コムサイズム〉ニットプルオーバー
メンズ（M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円
レディス（M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円
キッズ（100～130cm） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・各4,212円

家族みんなでカラフルニット。
やわらかな着心地で、ふっくらあたたか。

【1階＝コムサイズム】

【1階＝婦人靴】

婦人ブーツ
（22.5～24.5cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円

エコバッグ
（スパンドンク）・・・・・・・・・・2,998円

冬の足元を彩る
ショートブーツは
トレンドのワイドパンツ
にもぴったり。
ギフトとしても最適です。

【3階＝トータルカジュアル】

〈スコッチハウス〉
パッチワーク
ジャガードセーター
（毛100％）28,080円

※額（2,160円）は別売です。

※生地の柄は、
見本と異なる場合がございます。

※写真は
イメージです。

【3階＝タオル】

マシュマロガーゼ
リラクシングウェア
（綿100％／細番手甘撚糸
3重ガーゼ）16,200円

軽さとやわらかさを
実現した、これまでにない
革新的なガーゼを使用。
肌にとても心地よい素材の
リラクシングウェアです。

【別館1階＝手芸】

クリスマス小物入れ
（大・小セット／1キット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

ビーズデコール
キット・・・・・・・・・1,404円

【地階＝名店】

【モロゾフ】
クリスマスブック
（25個入）・・・・・1,080円

親王ケース
「桜雲」
（幅46.5×
奥行26.5×
高さ33.0cm）

50,000円

2018年カレンダー付きの
絵本型パッケージ。
ミルクチョコレートと
星型チョコレートの
詰合せです。

〈スコッチハウス〉チェックを
パッチワーク調に表現
しました。上品な風合いで
クリスマスギフトに
オススメです。

◆12月25日（月）から ◆2階＝特設会場

〈横手人形〉
雛人形展示販売会

パールピンクの塗装を施し優しく仕上がりました。
人形の表情も品格あふれます。

◆12月16日（土） 正午12時～午後4時
◆1階＝エントランス

クリスマスコンサート開催
◆12月13日（水）～
19日（火）〈最終日は午後4時閉場〉
◆1階＝特設会場

〈田園調布ロマン〉
期間限定販売会

◆12月13日（水）～24日（日）
◆2階＝レリアン

〈レリアン〉
コート&ニットコレクション

◆12月13日（水）～18日（月）〈最終日は午後4時閉場〉
◆6階＝レストラン街特設会場

金物道具祭

産地直送の包丁やお鍋などの年末必需品が、
品数豊富にお買得価格でお求めいただけます。

名画やキャラクターをモチーフに
したバッグ、雑貨を取り揃えました。

冬のメインアイテム・コートとセーターでつくる
タウンカジュアルスタイル。カラフルなジオメトリック・
パターンのフェアアイル柄など、トレンドのフォークロア
テイストを少し加えて。オーソドックスながら、
スタイルをさりげなくアップデートします。

弦楽アンサンブル、鼻笛など、多彩な団体が
参加します。スペシャルイベントとして、
ヤマノミュージックスクール
入間講師による、ピアノ
クリスマスコンサートも実施
します。クリスマスのひとときを
まるひろのクリスマスコンサートで
楽しみませんか。

・・・・・・・・5,940円
　摩天楼 三徳包丁（全長29cm・
刃渡り17cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円
　京セラ 新お茶ミル
（40㎖）

予告

予告

,
17 Maruhiro

Christmas
Fair

まるひろ クリスマスフェア
◆12月25日（月）まで
◆各階にて開催



※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。　

◆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

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」

12月13日（水）は
「100円（税抜）のお買物で通常の
1ポイントに、プラス2ポイント」

まるひろMクラブカード会員様

食料品
※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。 

ポイントフェア12/13□水限り

16 土 ●17日

〈山形県産他〉
サンふじ
（3個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信水産】
〈アメリカ産・北海道加工〉
塩数の子（約500g入・
1箱）・・・・・・・・・・・・・・1,980円

【肉処せんや】
〈国内産〉
牛肩ロースうす切り
（100g当り）・・・・・・・・700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）・・・各299円

【デリカ味彩】
豚ヒレカツ
（5枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

JA全農たまご 朱のしずくたまご
赤玉小玉ミックス（10個入・1パック）
・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　99円

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

フジパン お茶×タルト
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

お1人様5点・先着300点限り 先着50点限り

お1人様1点・先着200点限り

【肉処せんや】
〈国内産〉
黒毛和牛モモ肉
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて・・・2割引

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・79円

【塩干コーナー】
〈静岡県産他〉うなぎ
長焼（1尾）1,580円

【サイボクハム】
あらびきウインナー
（145g）・・・・・・・・・・・・・・・476円

〈長崎県産〉（糖度
センサー選別）味まる
みかん（Mサイズ／1袋）

499円
うさぎもち 切り餅
一切れパック
（1kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【デリカ味彩】ムラサキ
いかのまるごと唐揚げ
（100g当り）・・・・・・・・199円

小林春吉商店 
月桂冠酒粕
（バラ粕／300g）299円

特製弁当
（1人前）

・・・702円

プティ
シガール
（20本入）
・・・・・・・1,080円

各日お1人様2点・先着200点限り

各日先着15点限り

各日お1人様2点・
先着100点限り

〈愛知県産他〉トマト
（1袋） 299円お1人様2点・先着200点限り

〈ニュージーランド産〉
キウィフルーツ（グリーン）
（4個） 399円お1人様2点・先着100点限り

近藤乳業 酪農牛乳（1ℓ・1本）179円

【東信水産】〈香川県産他〉
オリーブブリ刺身（1パック）680円

デルモンテ リコピンリッチ（485g）・
キユーピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円

14 木

〈長野県産〉ぶなしめじ
（1袋）・・・・・・・　　　　　99円お1人様2点・先着200点限り

〈フロリダ産他〉グレープフルーツ
（1個） 150円お1人様5点・先着200点限り

【東信水産】〈北海道産他〉
生タラ切身（100g当り）・・・・・・・・298円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚バラ肉各種（100g当り）・・216円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛こま切れ（100g当り）・・・・・・・・378円
永谷園 生みそ汁徳用
（あさげ・ゆうげ／各10食・1袋）199円
河村屋 ゆず白菜
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

15金

12/13水

●〈北海道産〉たまねぎ
（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

●〈新潟県産他〉まいたけ
（1パック） お1人様2点・先着200点限り

●〈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

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） お1人様4本・先着400本限り

※数に限りがございます。

青
果

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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

サークル
登録受付中！

食品売場でお買上げ
100円（税別）で基本
ポイントに対して
プラス0.5ポイント
付与されます。

入間店100セット限定 お１人様１セット限り

※詳しくは、3階＝友の会カウンターまで。

●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、大人のエンジョイサークル会員の方が
　ご購入いただけます。

今月は
12月15日（金）
販売！

1割
お得な予告 予告

60歳以上で
Mクラブカード
をお持ちの方。
※今年60歳に
なられる方も
対象です。

登録は
無料
です。

例）食料品100円（税別）で1.5ポイント差しあげます。

食料品を
100円（税別）
お買上げで ポイント

0.5
サークル
ポイント

+ =

基本
ポイント

ポイント
1 1.5

ポイント

合計で合計で

※新たにご入会されるお客様への食品プラスポイントは
入会手続き後８日より適用となります。

◆12月20日（水）午後2時～午後3時30分
◆6階＝バンケットホール ◆定員：50名様

「虚血性心疾患（心筋梗塞）の治療方法」

「食べ物による窒息に対する応急手当」
●埼玉石心会病院 循環器内科医長 佐藤孝宏

●埼玉石心会病院 集中ケア認定看護師 町田 綾
■応募方法：3階＝友の会カウンター前応募BOXに
　投函、またはFAX（04－2966－0508）にて
　お申込みください。

大人のエンジョイサークル会員の方限定

大人のＥｎｊｏｙ健康講座

日替り
銘菓特集

参加
無料

ポイント食料品

【東京都 巣鴨・みずの】
塩大福（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　670円先着120点限り

※午前11時からの販売

【栃木県・香雲堂本店】
古印最中（7個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　972円先着50点限り

【兵庫県・神戸トミーズ】
あん食
（1斤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

【石川県・音羽堂】
加賀 紫雲石（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　540円先着60点限り

先着30点限り先着60点限り

【京都府・京都祇園ボロニヤ】
元祖デニッシュ食パン
プレーン（1.5斤）・・・756円

◆12月13日（水）～
17日（日）

◆地階＝セルフレジ横

【ヨックモック】
限定商品
◆地階＝名店

【北京飯店】
1周年セール

◆12月13日（水）～19日（火）
◆地階＝北京飯店

13日●水 14日●木

15日●金 17日●日16日●土

◆地階＝名店

クリスマスケーキ
ご予約承ります。

◆地階＝名店
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。

12月14日（木）までご予約受付
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

12月22日（金）まで
12月31日（日）
〈午前11時から午後5時〉

※お品代はご予約の際、または12月22日（金）
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。

お渡し

99円均一99円均一
入間市とフジパン
のコラボ企画

いるティーが
やってくる
◆12月13日（水）
　午前11時から
◆地階＝特設会場


