
まるひろ
Mクラブカード
会員様

10/17□限り水 食料品 ポイントフェア 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」

2018

10/17水
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）

入間店 営業時間：午前10時～午後7時30分

〈ビクター〉特別販売会
◆10月19日（金）～28日（日） ◆6階＝特設会場

〈最終日は午後4時閉場〉

レンタル卒業袴
展示ご予約会開催中
◆2019年3月3日（日）まで
◆3階＝レンタルコーディネイト

「マイム」

〈ミスターミニット〉
からのお知らせ

細身から、ゆったりサイズスーツが

■有名メーカー協賛バーゲン
■婦人スポーツインティメント
　バーゲン

上質素材スーツやコートが

よりどり
2着で25,000円
よりどり
2着で35,000円

同 時 開 催 ワイシャツ・ネクタイ
各種3,240円から

ビジネスシューズ
各種7,560円から

※その他カジュアル・スポーツウェアもご用意しております。

日 替り限 定 品

17水

20土

21日

カジュアルシャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,160円20点限り

ネクタイ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1,080円20点限り

折り畳み傘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1,080円20点限り

毎週水曜日は靴修理の日毎週水曜日は靴修理の日
木の振動板でCD・レコードを聴く！究極の音の響きを
お届けします。手作り天然木仕上げ・27件特許取得
の至高のオーディオ。お手持ちのCD・レコードを
お持ち下さい。試聴販売会を行います。

衣装・美容・着付け・記念写真が
すべてそろった「6万・7万・8万」プランが
大好評。
※着物・袴のみのレンタルも承ります。

男の大市
7階催場〈最終日は午後4時閉場〉
10/17水▶28日

YA～BB体、
3～8号まで
サイズも豊富に
取り揃えました。

・・・・・・ 298,080円10点限り

〈ビクター〉EX-B3
（幅55.7×奥行30.7×高さ
17.9cm／重さ11.0kg／
日本製）

✿✿✿✿✿✿Present ✿✿✿✿✿✿
〈マイム〉レンタルプランをお申込みの
お客様に「肌着・足袋・髪飾り」を
差しあげます。

靴の修理が

※靴修理サービスのみ対象とさせて頂きます。
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

アクセサリーリフォーム＆買い取りフェア
※最終日は午後5時にて閉場させていただきます。■ 10月17日（水）～23日（火）

■ 1階＝シースルーエレベーター側入口 イベントスペース

買い取り金額2万円以上の方に全国百貨店共通商品券1,000円分進呈

埼玉県公安委員会許可  
第431080001912号  株式会社丸広百貨店

ご来場の際、印鑑とご本人さまを証明するもの
（運転免許証・保険証など）をご用意ください。

金・銀・プラチナ製品を買取いたします

熟練の職人が即日加工いたします。Before

After
※写真はイメージです。

10月18日（木）～21日（日）は即日お渡し可能です。

                                     衣料品引取り
オンワードグリーンキャンペーン

◆引取り期間：11月30日（金）まで
◆引取り場所：オンワード樫山 各ショップ

婦人服衣料品引取りキャンペーン
◆引取り期間：11月30日（金）まで
◆引取り場所：対象ブランドショップ内

ご愛用いただいたオンワードの衣料品1点につき
「オンワードグリーンポイント1,000ポイント」とお引換えいたします。　

ご愛用いただいた衣料品1点につき
「1,000円のお買物券」とお引換えいたします。

※引取りアイテムは婦人・紳士・子供・ゴルフ等の衣料品で最大20点までお引取
   りいたします。
■ ポイントご利用方法 ● 有効期限：12月10日(月)まで
オンワードブランドで5,000円ごとに、オンワードグリーンポイント1,000ポイント
ご利用いただけます。オンワードグリーンポイントはまるひろ各店でのみご利用
いただけます。

共同企画

※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。
   詳しくは売場係員までお尋ねください。

◆対象ブランド：マリサグレース・ストーリー・ミキシングブルー・
　セシオセラ・詩仙堂・カンサイビス・プランドヴィー・セラビ
■お買物券ご利用方法
●有効期限：11月30日(金)まで
対象ブランドにて5,400円毎に1枚ご利用いただけます。
まるひろ各店の当該売場・ブランドのみご利用いただけます。
※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。
　詳しくは売場係員までお尋ねください。

◆1階＝ミスターミニット

20％OFF



※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。　

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

お1人様4本・先着800本限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）

お1人様2点・先着200点限り

●〈茨城県産他〉ピーマン
（1袋）

お1人様2点・先着300点限り

●〈青森県産〉国産にんにく
（1個）

お1人様2点・先着300点限り

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋）

※写真はイメージです。

◆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

18木 19金 20土・21日

【デリカ味彩】いわし磯辺フライ
（6個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

マルコメ 京懐石（650g）・・・・・・・・・・・・・299円

丸広 彩の国豆腐
（絹・木綿／各350g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

【東信水産】〈日本・太平洋産他〉
めばちまぐろブツ切り
（約120g・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

【肉処せんや】
〈国内産〉
若どりモモ角切り
（100g当り）128円

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49円

お1人様2点・先着200点限り

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

巻いごねり（2本入）・・・・・270円

笹団子（5個入）・・・・・・・・・・・・756円

佐渡産八珍柿
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円

佐渡産いちじくのスイーツ
セット（3個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

佐渡バター（有塩・無塩／200g・1個）
870円

【規格外】
紅ズワイガニ
（一杯）・・・・・・・・・・・・・800円

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（600g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

【サイボク】豚かんたん焼肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

【肉処せんや】大分県産 
豊後どりモモ肉（100g当り）・・・・・・・・168円

【東信水産】
〈香川県産〉
オリーブぶり切身
（養殖／2切）580円

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

お1人様2点・先着200点限り

キッコーマン飲料 
調製豆乳・無調整豆乳
（各1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・各189円

【塩干コーナー】
〈鹿児島県産他〉うなぎ
長焼き（1尾）・・・・・・・・・・1,780円

【デリカ味彩】ふっくら真あじ
の大葉フライ（8個）・・・299円

【サイボク】ポークウインナー
（216g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・678円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛ロースうす切り
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・・・3割引

【東信水産】本まぐろ入り
刺身盛合せ（1パック）1,280円

【米工房】新米
新潟産コシヒカリ
（5kg・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・2,538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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

〈青森県産他〉
早生ふじ
（3個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

各日お1人様6点・先着300点限り

【肉処せんや】〈国内産〉
牛モモうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・580円
【サイボク】
あらびきウインナー
（145g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・528円

【東信水産】
〈チリ産〉甘口銀鮭切身
（解凍／1切）・・・・・・・・・・・・150円
【塩干コーナー】杉永蒲鉾 
海鮮練物各種（いわしあらびき・
お魚ステーキ・チーズソフト／
各1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・359円

【デリカ味彩】
広島県産 カキフライ
（7個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
小岩井 生乳100％
ヨーグルト（プレーン・脂肪0／
各400g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円

味の素 
さらさらキャノーラ油
（1kg・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・199円
はごろも 
シャキッとコーン
（3缶入・1パック）・・・・・・199円

◆地階＝名店

スイーツ
フェア

くず餅（24切入）・・・・・・・・・761円
あんみつ（1個）・・・・・・・・・451円

【R・L（エール・エル）】
ワッフルケーキ
セット（6個入）
・・・・・・・・・692円

【なごみ米屋】
ぴーなっつ
最中（8個入）
・・・・1,080円

芋ようかん・あんこ玉詰合せ
（芋ようかん2本・あんこ玉6個）908円
芋ようかん（5本入）・・648円

【鎌倉小川軒】
レーズンウィッチ
（10個入）

・・・・1,296円

【かんのや】
家伝ゆべし
（6個入）

・・・・・・・・・648円

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」

10月17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10/17□水限り

10/17水 ポイントフェア食料品

99円均一99円均一青果

10/17水 18木 19金 20土 21日・

【浅草舟和】【浅草舟和】

佐渡直送市 ◆10月17日（水）～21日（日）
◆1階＝エントランスホール

◆3階＝ギフトプラザ

◆1階＝エントランスホール

後援：佐渡市・入間市

人間国宝 五代 伊藤赤水 
伊藤栄傑 作品展示

赤水窯 無名異焼 
特別販売

日替りお買得品

10/17
水

20
土

21
日

※本券は、商品券など各種金券類の購入、チケット、たばこ、収入印紙
　等、および、まるひろポイントがご利用いただけない売場、そのほか店舗
　の指定する商品にはご利用いただけません。

●まるひろMクラブカード（クレジット付） 
●スターカード（リーダース・チェリーカード）

『まるひろポイントプレミアムお買物券1,100円分』
ご利用店舗

●川越店 ●飯能店 ●東松山店 ●入間店 ●上尾店 
●坂戸店 ●日高店 ●ららぽーと富士見店

■交換された『まるひろポイント
　プレミアムお買物券1,100円分』は、
　その日からまるひろでのお買物に
　ご利用いただけます。
※交換は「本カード名義ご本人様」のみとなります。
　家族カードでの交換はできませんのでご了承ください。

永久不滅ポイント『まるひろポイント
プレミアムお買物券』交換キャンペーン

交換期間 10/18 21 日木

入間店3,000枚 限定発行！

予 告

お買物券
ご利用有効期限 1/31木2019年 まで

対象カード

交換場所 ●3階＝Mクラブカウンター

まるひろMクラブカード会員様

通常1,000円分のところ
100円もおトクです！

まるひろポイントプレミアムお買物券

永久不滅ポイント200ポイント

1,100円分
期間中

先着
50点限り 

先着
48点限り 

先着
30点限り 

先着
30点限り 

各日先着
20点限り 

各日先着
30点限り 

先着
20点限り 

先着
40点限り 

【船橋屋】

お1人様1点・先着計20点限り

※写真はイメージです。

※数に限りが
　ございます。


