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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

●3月10日（火）まで
●各階にて開催

〈シャルルジョルダン〉
2WAYショルダーバッグ
（W31×H23.5×D11cm）

【1階＝ハンドバッグ】

※写真は一例です。

【2階＝婦人服】

・・・・・・・・・・・・・・19,000円+税

〈オッジ〉
コート
・・・・・・・・24,000円+税
パンツ
・・・・・・・・12,000円+税 〈リーガルウォーカー〉

紳士カジュアルシューズ
（牛革／24.0～27.0cm）

【3階＝紳士靴】
・・・・・・・・・・・・・21,000円+税

15,500円+税

〈キプリング〉
2WAYハンドバッグ
（ポリエステル／W29.5×12.5×23cm）

【1階＝ハンドバッグ】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円+税

〈リーガル〉
婦人パンプス
（22.5～24.5cm）

・・・2,000円+税・・・750円+税
ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ
（9枚入） （24枚入）

【1階＝婦人靴】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,000円+税

〈スポルス〉
婦人カジュアルシューズ
（22.5～24.5cm）

【1階＝婦人靴】

女性らしいシルエットの
パンツに花柄ブラウスを
合わせた春一番の
コーディネート。

自然な足裏の形状に合わせた中底で軽快な歩行を
サポートします。

イギリスのリバティとコラボしたシリーズ。革付属と薄金
の金具を使う事で上品な印象に。軽さも魅力です。

足あたりのやさしい革を使用しており、
衝撃吸収性のあるインソールシューズです。

レーザーカットデザインが特徴のローヒールパンプス。
オンオフでお使いいただける一足です。

日本の代名詞とも言える、はかなくも美しい桜の花びら
で控えめな日本の美を表現した日本限定シリーズです。

婦人服＆婦人雑貨バーゲン
◆2月26（水）～3月3日（火）

〈最終日は午後5時終了〉
◆1階＝エンジョイスペース

〈東京ますいわ屋〉
本決算前の在庫大放出

◆2階＝呉服
本決算前の在庫一掃セール開催！

最大70％OFF
この機会をお見逃しなく！

【ヨックモック】
季節限定品のご紹介
◆2月26日（水）～3月3日（火）
◆地階＝名店 ※数に限りがございます。 ◆3月4日（水）限り 午前11時からの販売

◆地階＝食料品

ホワイトデー特集
◆3月4日（水）～14日（土）

◆地階＝催事場

スクール売場移設のご案内

2月29日（土）より新入学、新学期の
お支度は7階催場にて承ります。

◆2月29日（土）～4月8日（水）
◆7階催場

成人式振袖・紋服
レンタルご予約受付中！

〈東京ソワール〉
アクアスキュータム デビューフェア

「試着予約～前撮り～
当日のお仕度」すべて
まるひろ店内で行います。

◆3階＝レンタルコーディネイトマイム

〈東京ソワール〉から、上質
を知る女性に向けて。
160年以上の歴史を誇る
〈アクアスキュータム〉の
ブラックフォーマルが
デビューします。

◆3月24日（火）まで
◆2階＝フォーマル

「振袖福寿セット」
（セット内容：着付・
ヘアメイク・写真2カット・
小物レンタル）

・・・・・・・・・60,000円+税

おすすめプラン

※振袖代は別途となります。

※写真はイメージです。
草履・バック・足袋を
プレゼント

特典
　　　　 期間中、同ブランドのウェアをお買上げの
お客様に「オリジナルハンカチ」を差しあげます。

アンサンブル
（トリアセテート66％・
ポリエステル18％・
レーヨン16％）
・・・・・120,000円+税
Present

〈オッジ〉メンバーズカード
「Wポイントキャンペーン」
3月3日（火）まで開催中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,000円+税婦人ジャケット 20点限り

※数に限りがございます。
※売り切れの際にはご容赦くださいませ。

※4月7日（火）は店休日とさせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税
【ダロワイヨ】
マカロン（5個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　537円+税

【壺屋】稲荷寿し
（1折）

予告 予告 予告 3月4日（水）は旧暦初午です
1年で最も運気が高まるとされる「初午」。いなり寿司を
いただいて、家族の一年の幸を願いましょう。

先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　426円+税
　【聖天寿し】稲荷詰合せ
（1折） 先着100点限り

まるひろMクラブカード会員様

◆3月10日（火）まで ◆各階にて開催
通常のポイントにプラスポイント差しあげます。まるひろスターカード・Mクラブカード・
アトレMクラブカードのいずれかをご提示ください。※セール品は対象外となります。

1階＝婦人靴／3階＝紳士靴1階＝ハンドバッグ／3階＝紳士バッグ

婦人靴ハンドバッグ

紳士靴
紳士バッグ

ポイントフェア4

NEW

※＋4ポイントフェアの
対象外となります。

※＋4ポイントフェアの対象外となります。



※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

オープニングスペシャルサービス
※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。

※飯能店でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。

※飯能店でのお取扱いとなります。※入間店でのお取扱いとなります。※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

188円+税

【デリカ味彩】
南部どり唐揚
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・228円+税

明治 おいしい牛乳
（900㎖・1本）

・・・・・・・・550円+税

【魚力】〈アルゼンチン産他〉
天然赤えび（解凍・刺身用／
10尾）350円+税

【東信水産】
〈国内産〉しらす干
（100g当り）

108円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉ももうす切り
（100g当り）・・・98円+税

国産豚もも
切り落し肉
（100g当り）

・・498円+税

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）・・298円+税

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

各148円+税

マルちゃん 焼そば（150g×3）・
北の味わいガラ炊き
ラーメン（醤油・味噌・塩／
110g×2） 各188円+税

小岩井 生乳ヨーグルト・
生乳ヨーグルト
クリーミー脂肪0
（各400g）・・・・・・398円+税

かどや製油 
金印純正ごま油
（300g）

790円+税

【魚力】〈ロシア産原料他 
福岡県加工〉辛子明太子
（生食用／300g）・・・・・・・・480円+税

【東信寿司】
鉄火丼
（1折）

・・・98円+税

【肉処せんや】
国産若鶏もも肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

国産若鶏もも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・98円+税

〈愛媛県産他〉
国産キウイフルーツ
（1個）・・・78円+税

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・1,980円+税

産地精米 新潟県産
コシヒカリしらゆき米
（5kg）

・・・・・・・・590円+税

【魚力】〈北海道産他〉
寒ぶり切身
（3切）

980円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（ロース）
（100g当り）全品3割引

〈国内産〉黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・・・498円+税

〈青森県産他〉
サンふじ（4個入・
1袋）・・・78円+税

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り）

・・・・・・・・・・418円+税

ヤスダ ドリンク
ヨーグルト（900㎖・
1本）・・・・・・598円+税

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン
（600g）

980円+税

【東信寿司】本まぐろ中とろ入
にぎり寿司セット
（8貫・1折）

・・・・・・・・・・2割引

【肉処せんや】〈国内産〉
平田牧場三元もち豚
店頭表示価格（税抜）より

レジにて・・・・・・・・・・2割引

銘柄鶏
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

598円+税

〈熊本県産〉
（糖度センサー選別）デコポン
（4個入・1袋）・・・・・・・・380円+税

〈熊本県産〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・5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・・・・・・198円+税

JA全農たまご 
実りの赤たまご
（10個入）各298円+税

キッコーマン 特選丸大豆
しょうゆ・減塩しょうゆ
（各1000㎖）・・・・・・・・・・・・598円+税

サトウ 
切り餅パリッとスリット
（1kg） ・・・・・・・・・・・・108円+税

フジパン 
本仕込食パン各種
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・180円+税

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭切身（養殖・解凍／
1切）・・・358円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉小間切れ
（100g当り）380円+税

日本ハム 
シャウエッセンウインナー
（127g×2・1束）・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈グアテマラ産他〉
デルモンテバナナ
（1袋） ・・・・・698円+税

【魚力】〈トルコ産他〉
本まぐろ（刺身用・解凍／
100g当り）

28 29 3/1

・・・・・・・・・・・・・2,100円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円+税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円+税

【デリカ味彩】
オードブル
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・1,200円+税

【懐石料理 青山】
ひなちらし
（約13.5×7.5×4.8cm×２段）

【なだ万厨房】
ひなまつり弁当 ぼんぼり
（約9.4×18.6×10.5cm×２段）

・・・・・・・・・・・・・2,100円+税

【デリカ味彩】
桜もち
（3個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・740円+税

【わらびの里】
ひな寿司
（約13×13×4.5cm）

【なだ万厨房】
彩りちらし御膳
（約12×22.8×5.5cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

ママ ひなあられ
（50g）

ミツカン 五目ちらし
（230g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・650円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円+税

福岡県 
国菊 あまざけ
（985g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円+税

でん六 小袋甘納豆
（240g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・368円+税

森永 甘酒
（1000㎖）

永谷園 はま吸い
（3袋入）

2/26 水

金27 木 土 日

ひ
な
ま
つ
り
特
集

◆
3
月
3
日（
火
）ま
で
◆
食
料
品
＝
特
設
コ
ー
ナ
ー

98円+税 均一98円+税 均一

先着30点限り 

お1人様2点・先着200点限り 

青
果

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

●〈栃木県産他〉にら（1袋）

●〈埼玉県産他〉きゅうり（2本）

●〈新潟県産〉まいたけ（1パック）

●〈鹿児島県産〉新じゃが芋（2個）

●〈静岡県産〉新たまねぎ（2個）

※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。※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。 
食料品 まるひろ各店共同企画 ●飯能店 ●東松山店 ●入間店 ●日高店  各店食料品売場

次回の店休日のご案内 4月8日（水）
042（973）1111（代表） 営業時間＝午前10時～午後7時

飯 能 店

次回の店休日のご案内 4月7日（火）
04（2963）1111（代表） 営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

次回の店休日のご案内 4月8日（水）
0493（23）1111（代表） 営業時間＝午前10時～午後7時

東松山店

次回の店休日のご案内 4月7日（火）
042（984）1111（代表） 営業時間：1階=午前10時～午後7時30分／2階=午前10時～午後7時

日 高 店

※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。

※飯能店でのお取扱いとなります。 ※飯能店でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。 ※入間店でのお取扱いとなります。※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。

※飯能店でのお取扱いとなります。 ※飯能店でのお取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・日高店での
　お取扱いとなります。

※入間店でのお取扱いとなります。

※飯能店でのお取扱いとなります。

※飯能店でのお取扱いとなります。先着30点限り 

※入間店でのお取扱いとなります。 ※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。

※飯能店でのお取扱いとなります。

・・・・・・・・1,190円+税

〈長崎県産他〉本まぐろ
（刺身用・養殖／100g当り）

【魚力】は3/1●限り日

ポイント

まるひろMクラブカード

お1人様4本・先着６００本限り

お1人様2点・先着200点限り

お1人様4個・先着600個限り

お1人様4個・先着600個限り

お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着100点限り お1人様2点・先着100点限り お1人様2点・先着100点限り お1人様4個・先着200個限り お1人様2点・先着100点限り

お1人様６点限り

お1人様2点・先着100点限り お1人様2点・先着100点限り お1人様2点・先着100点限り

※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。
※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。

※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。
※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。

※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。
※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。

※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。
※東松山店・入間店・日高店での
　お取扱いとなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円+税

【東信水産】
刺身3点盛合せ
（各4切・1パック）

3
月
3
日（
火
）限
定
販
売

※
数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
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品
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3月1日（日）より日高店は
全館午前10時～午後7時に変更となります。

※入間店では別途商品を
　ご用意しております。
※入間店では別途商品を
　ご用意しております。
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