
●入間店 次回店休日のご案内 8月22日（火） ※飯能店は営業しております。
   ぜひご利用くださいませ。

2017

7/26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

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」

例えば
例えば

例えば
例えば

例えば
例えば

お好きな
2点で

5,832円10%OFF!

2BUY
SALE

まとめて、オトク！

※対象商品に限ります。　
※まるひろMクラブカードのポイント対象外と
　なります。予めご了承くださいませ。

⬇売場では、
このスタンド
が目印です。

◆8月1日（火）まで ◆各階にて開催

更に更に

10%
OFF!

対象商品

お買上げで
2点以上2点以上

全
館夏の最終処分参加ブランド

参加売場

・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
【スタイリッシュガーデン】

婦人トップス各種
・・・・・・・・・・5,400円

【スタイリッシュガーデン】

婦人ボトム各種

・・3,240円
【ハンドバッグ】

婦人
ハンドバッグ
各種

・・・3,240円
【婦人靴】

婦人靴
各種

お好きな
2点で

8,748円10%OFF!

・・・・・・・・・・3,240円

紳士カジュアル
洋品各種

【カジュアルパーツ】

・・・・・・・・・3,240円
紳士ショルダーバッグ
各種

【紳士雑貨】
お好きな
2点で

5,832円10%OFF!

お好きな
2点で

5,832円10%OFF!

プラス

・・・3,240円
【ウィークエンド

スタイル】

婦人
ブラウス
各種

・・・・3,240円
【ウィークエンド

スタイル】

婦人カット
アンドソーン

プラス

プラス

・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
 【婦人雑貨】

婦人帽子各種
・・・・・・3,240円
【婦人雑貨】

婦人晴雨兼用傘
各種お好きな

2点で
5,832円10%OFF!

プラス

プラス プラス

対象商品 参加売場
1階 服飾雑貨 ※一部除外品がございます。

参加ブランド

3階 紳士服
対象商品 参加売場

食器・寝具・家庭用品・
インテリア

3階 リビング ※一部除外品がございます。

・・・・・・・・・・3,240円

キッチン用品
各種

・・・・・・・・・・3,780円
寝具用品各種

【寝具】【家庭用品】
お好きな
2点で

6,318円10%OFF!

2階 婦人服 ※同一の売場内に限ります。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※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。

※写真は一例です。 ※写真は一例です。 ※写真は一例です。

婦人靴・ハンドバッグ・
婦人帽子・雨傘・パラソル・
ストール・UV手袋・扇子

ハンドバッグ・
婦人靴・婦人雑貨・
紳士靴下

リビング用品各種 ※一部商品を除く
参加売場
カジュアルパーツ・
スポーツ・紳士雑貨



◆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

※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

※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。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

29 土 ●30日

【塩干コーナー】〈ノルウェー産〉甲印 塩さば一夜干し（大／1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　599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

明治
ブルガリアヨーグルト
（プレーン・脂肪0／

各450g・1個）・・・・・・139円

【肉処せんや】
〈国内産〉牛もも肉各種
（うす切り・焼肉用・
ステーキ用・切り落し／

各100g当り）・・・・・・・599円

【東信水産】
〈チリ産〉
甘口銀鮭切身
（養殖／1切）・・・・・・128円〈山梨県産〉

もも（2個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

紅葉堂 
切り落しカステラ
（3枚入）・・・・・・・・・・・・・・199円

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

【デリカ味彩】
若鶏の竜田揚げ
（100g当り）・・・・・・・・・199円

お1人様2点・先着100点限り

【肉処せんや】〈国内産〉
牛バラ焼肉用
（100g当り）・・・・・・・・・680円

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛）・・・・・・・1,080円

〈埼玉県川越市産〉
（産地直送）えだまめ
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円【塩干コーナー】

〈アメリカ・ロシア産〉
かねふく無着色明太子
（120g入）・・・・・・・・・・・599円

【デリカ味彩】
北海道とうもろこしの
クリームコロッケ
（5個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

味の素 オリーブオイルエクストラ
バージン（400g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

JA全農たまご 作り手の顔が見える
たまご（10個入・1パック）・・・・・・・199円

〈長野県産他〉
カットすいか（1/6カット）

499円

各日お1人様2点・先着100点限り

お1人様6本（1ケース）限り

先着40点限り

各日お1人様2点・
先着50点限り

〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）高原レタス
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円お1人様2点・先着300点限り

〈ニュージーランド産〉ゴールドキウィフルーツ
（4個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円お1人様2点・先着100点限り

【東信水産】〈インドネシア産他〉
ホワイトエビ（解凍／20尾・1パック）580円
にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10袋・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

27木

【肉処せんや】
〈国内産〉
平田牧場 三元もち豚小間切れ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円

〈千葉県産他〉とうもろこし
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈宮崎県産他〉
完熟マンゴー
（1個入・1パック）

・・・・・・・・・2,160円

〈静岡県産〉
うなぎ長焼
（大／1尾）

・・・・・・・2,380円

お1人様2点・先着300点限り

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1パック） 599円お1人様2点・先着100点限り

【東信水産】〈兵庫県産他〉
ちりめんじゃこ
（100g入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
【肉処せんや】大分県産 豊後どり
もも肉（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・168円

28金

ヤクルト
ヤクルト・ヤクルト
カロリーハーフ
（各65㎖×10本・1パック）・・・・・・各378円

7/26水

●〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）小松菜
（1袋）お1人様2点・先着300点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）お1人様2点・先着300点限り

●〈鹿児島県産他〉オクラ
（1ネット）お1人様2点・先着300点限り

●〈高知県産〉みょうが
（1パック）お1人様2点・先着300点限り

●〈岩手県産他〉きゅうり
（2本）お1人様4本・先着800本限り

オープニングスペシャル特価

99円均一99円均一青 果

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339円
川喜 ソース焼そば
（150g×2）

保存料無添加でからだにやさしく、
小麦本来の風味豊かなまじりっけの
ない焼そばです。

◆7月30日（日）まで ◆地階＝食料品

◆7月26日（水）～30日（日） ◆地階＝青果
こだわりセレクション こだわりフルーツ

◆7月26日（水）～30日（日） ◆地階＝塩干コーナー
こだわり鮮魚

まるひろがおすすめする厳選の逸品

お家で簡単にできる夏工作
グッズをたくさん取り揃えて
おります。

夏の工作キット販売
◆7月26日（水）～8月1日（火）
◆別館1階＝文具

◆8月1日（火）まで
◆7階催場〈最終日は午後5時閉場〉

◆7月29日（土）・30日（日）
◆正午12時～午後4時

月末の金曜午後は、
軽く飲んだり、お買物をしたり。

自分スタイルで、
ゆったり気分を楽しみませんか。

百貨店でプレミアムな週末を。

地階＝名店
◆7月28日（金）限り

地階＝食料品

浅田美代子氏×太田匡彦氏（朝日新聞文化くらし報道部記者）

特
別

イ
ベ
ン
ト

保護猫・保護犬
譲渡会 ◆7月30日（日）

◆午後2時から

ギャラリートーク

協力： sippo

◀©Matsumotoooooo

▶©Hidetaka Yamada

観覧無料

各

648円

◆7月28日（金）～30日（日）
◆各階にて 1,857円

ハーフ＆ハーフタルト（8種類の
フルーツチーズタルト・パインとマンゴー
のハワイアンタルト／1ホール） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,620円

【北京飯店】北京ダックセット
（1セット） 各日3セット限り

・・・・・・1,080円

【フロ プレステージュ】
　プレミアム
ディナーセット
（2人前・1セット）

親子手作りウクレレ教室
～お絵かき&ミニレッスン～

◆7月30日（日）
①正午12時から ②午後3時から
◆参加対象：3歳以上のお子様と
保護者の方（お子様のみの参加でも可）
◆参加費：楽器1台につき3,996円

●6階＝山野楽器店頭にて参加費を
事前にお支払いいただきます。

6階＝バンケットホール

ご予約制


