
2018

11/7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」

入 間店

入間店は、年内は休まず営業いたします。

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

選りすぐりの格調高く贅を尽くした
名品をご紹介いたします。 秋の逸品会 ❖11月7日（水）～13日（火）

❖各階にて開催

1階 2階 2階

2階 2階 3階 3階

6階

婦人雑貨 婦人服 フォーマル

呉 服 時 計

3階 6階紳士服 山野楽器

リビング 寝 具

特設会場

・・・・・・・・・1,944円

・・・・・・・・・3,888円

・・・・・12,960円

ゴブラン
シェニール
マット
小（50×80cm）

中（70×120cm）

大（140×200cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・367,200円
〈ヤマハ〉Clavinova CLP-685B

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128,000円から

2Pソファ
（W170×D98×H68（43）cm）

さまざまなシーン、空間にマッチする特別なインテリアをご用意しております。

凛としたアコースティックピアノのような
佇まい。グランドピアノに迫る弾き心地を
お届けします。

・・・・・・・・・・・・・・・33,480円
〈銀座ヨシノヤ〉婦人靴
（22.0～24.5cm）

シープスエードにラインストーンが
華やかです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・378,000円

〈千代田ラグス〉
ペルシアギャッベ（毛100％／
192×242cm）

手紡ぎした
毛糸で織る
ギャッべは
冬は暖かく
夏はサラッと
した肌触りが
特徴です。

・・・・・・・・・15,336円iPhoneXケース

世界最高レベルの切削技術を基に
制作された「REAL EDGE」の
特別販売会です。

・・・・・・・・140,400円

〈東京ソワール〉
アンサンブル
スーツ（表地：
絹68％・毛32％、
裏地：キュプラ100％）

全ての行程を
日本製にこだわった
上質なフォーマル
スーツ。

・・・・・・・・・・・・・・・22,680円

〈詩仙堂〉ジャケット
（ポリエステル76％・綿20％・
ポリウレタン4％）

独特な
織り方により、
軽さと暖かさを
実現した
ジャケットです。

・・・・270,000円

AQ5004-55A
（日常生活防水／
サファイアガラス／ケースバンド／
スーパーチタニウム）・・・・148,000円撚り箔紬織袋帯

たしかな品質と
洗練されたデザイン、
「本物」を求める
大人にふさわしい時計。

フォーマルからカジュアルまで巾広く装い
を楽しめる帯です。

2,592,000円

〈東京西川〉
羽毛ふとん（アイダーダック／
150×210cm／1.2kg）

アイダーダックは北極圏近くの野鳥の一種。
柔らかさと温もりや軽さが特徴です。

・・・・・・35,640円

2way
ハンドバッグ

細やかな
カットワークが
美しいバッグです。

〈シチズン〉エクシード
40周年記念モデル販売会

〈入曽精密〉
REAL EDGE販売会

〈東京ますいわ屋〉
特撰帯祭り

❖11月14日（水）～17日（土）
各日午前10時～午後7時

お手入れ会

〈イビサ〉フェア

予告

予告

◆12月21日（金）まで
　〈最終日は午後4時閉場〉 

◆7階催場

お歳暮
ギフトセンター
本日7日（水）
オープン！

2018 まるひろのお歳暮
彩の国から冬の贈り物

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店「まるひろ」で。

Kobaton

お買上げ特典
◆11月30日（金）まで

乗り換えキャンペーン
◆12月21日（金）まで

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トートバッグ」
を差しあげます。
※なくなり次第終了となります。

期間中、
2018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

「まるひろポイント1,000ポイント」
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。

よ　　  はくつむぎおりふくろおび
特別価格

◆11月14日（水）
　　　～18日（日）

◆11月7日（水）～12日（月）〈最終日は午後4時閉場〉

〈メゾン・ド・マルシェ〉



※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。 ※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

2018
ボージョレ・
ヌーヴォー
ご予約承ります。
11月15日（木）

解禁日にお届けします。

七五三
ご予約承ります。

◆地階＝和洋酒

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229円
明治 おいしい牛乳
（900㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
マルコメ 丸の内タニタ食堂の
減塩みそ（650g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円
【東信水産】〈長崎県産〉
瀬付あじ干物（2枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈北海道産〉
じゃが芋
（1袋）

・・・168円

【肉処せんや】
〈大分県産〉
豊後どりモモ肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559円
紀文 紀文の季節
（12種22品・1パック）

・・・・・・・・・・・各108円
マルちゃん 赤いきつねうどん（96g）・
緑のたぬき天そば（101g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円
【サイボク】豚味付肉ピリ辛
（100g当り）

・・・・・128円
【肉処せんや】〈国内産〉
若どりモモ角切り（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈北海道産〉
たまねぎ
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

【東信水産】
刺身盛合せ3点盛
（各3切・1パック）

・・・・・299円
ピックルス 叙々苑 
ポギキムチ（180g）

・・・・・・1,080円

【東信水産】
刺身盛合せ6点盛
（各3切・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

【塩干コーナー】
藤井水産 紅鮭焼ほぐし
（100g・1瓶）

・・・・・・・・399円
【デリカ味彩】
豚ヒレカツ（5枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・528円

【サイボク】
あらびきウインナー
（145g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈秋田県産他〉
早生ふじ
（3個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円

キユーピー 
マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）

・・・・・・・・・・・・・・2,538円

【米工房】
新米 新潟県産
こしひかり（5kg・1袋）

11/7水

8木 9金 10土
●11日

・・・・・・・・・・・580円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛モモうす切り
（100g当り）

・・・・・・・・・・・443円

【サイボク】
豚ロース味噌焼肉用
（100g当り）

・・・・・・・・158円

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭切身
（養殖／1切）

・・・1,080円

【たごさく】
赤飯 折箱
（400g）

399円

【塩干コーナー】
〈アメリカ・ロシア産〉
かねふく明太子
（切子／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各99円

【デリカ味彩】
コロッケ・フライ各種
（1個） ・・・・・・・・・・・・599円

サトウ 
切り餅パリッとスリット
（1kg・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

ミツカン 
穀物酢
（500㎖）

99円均一99円均一青果

お1人様4本・先着600本限り

お1人様2点・先着100点限り

●〈埼玉県産他〉
きゅうり（2本）

お1人様2点・先着200点限り

●〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）

お1人様2点・先着100点限り

●〈埼玉県産他〉
小松菜（1袋）

※ご利用の4日前までにご予約ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円

【東信水産】
〈長崎県産他〉
焼鯛
（1尾）

※ご利用の3日前までにご予約ください。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

お1人様2点・先着100点限り 各日お1人様6点・先着300点限り

お1人様2点限り

お1人様2点限り

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

11月11日（日）まで
解禁日販売価格より
300円引きにて承ります。

ご予約特典

21,600円

【まるひろ】
まるひろオリジナル
「彩」《いろどり》おせち
和洋三段重（27品目 約3～4人前／
21.8×21.8×5.6cm×3段）

まるひろ
オリジナル

リニューアル

11月３0日（金）までのご予約で 5%OFF

◆地階＝東信水産／たごさく
※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。

◆地階＝名店
クリスマスケーキご予約承ります。

※お品代はご予約の際、または12月14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。

ご予約承ります。◆地階＝名店◆地階＝名店◆地階＝名店

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！まるひろオリジナルおせち早期ご予約割引！

12月14日（金）までご予約受付
お渡し 12月23日（日・祝）・24日（月・振）

〈各日午前11時から〉

12月22日（土）までご予約受付
お渡し 12月31日（月）〈午前11時から午後5時〉

※7階=特設会場にてお渡し

⬅おせち・ケーキの電子カタログはこちらからご覧いただけます。

アンテナショップフェア ◆11月7日（水）～13日（火）
〈最終日は午後4時閉場〉 
◆地階=特設コーナー

※ポイントサービスの対象外となります。 ※天候により入荷が遅れる場合がございます。 ※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

あおもり北彩館青
森
県 神

奈
川
県

・・・・・・・・・・・・・・・540円山菜にしん（250g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・775円

パティシエのりんごスティック
（5個入）

大阪百貨店大
阪
府

1,188円たこ昌の明石焼（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559円

呼吸チョコ北新地（ココア）
（90g）

・・・・・・・972円
焼売
（6個）

1,296円
肉にらまんじゅう
（10個）

特別出店
【富貴包子楼】

長
崎
県

・・・・・・・・1,080円

おかずいりこ
（200g）

【海産物のわたなべ】

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

・・・・・・・・・・5,400円
〈マテリエル〉モン・モランシー
（長さ約7×18cm）　


