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9/20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

●入間店 次回店休日のご案内 10月3日（火） ※飯能店・日高店は営業しております。
   ぜひご利用くださいませ。

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」

カスタムインソール
イベントのご案内

◆１階＝銀座ヨシノヤコーナー
◆インソール作成：お1人様 約10分（予約不要）

〈資生堂〉
9月21日（木）発売
クレ・ド・ポー ボーテ

◆1階＝化粧品

やすらぎのアート展
◆9月20日（水）～25日（月）

〈最終日は午後4時閉場〉

◆６階＝レストラン街特設会場

〈東京ますいわ屋〉
秋の衣替えお手入れキャンペーン
◆９月２１日（木）～１１月２０日（月） ◆2階＝呉服

〈東京ソワール〉
秋のフォーマル
新作特集
◆2階＝フォーマル

NY生まれの、スタイリッシュで機能性を持った
ウィメンズエクササイズウェアです。

UVケア（UPF15～30）付で85%以上カットします。

ご家庭の野菜で無添加の野菜ジュース・
スムージーが手軽に作れ、乾燥食品で
手作り粉末ダシが美味しくできます。

きもののお手入れはお任せください！
期間中、着物・帯類のシミ抜き、生洗い、洗い張り、

ガード加工など当店通常価格の30％OFFで承ります。
暮らしを彩る絵画を

多数展示販売いたします。

美しいシルエットと、
着心地の良さを
追求したエレガントな
ブラックフォーマル。
秋の新作を
取り揃えております。

ALLDAY ACTIVE
ジャケット
（ポリエステル88％・
ポリウレタン12％）

・・・・9,180円
ALLDAY
ACTIVE
パンツ
（ポリエステル88％・
ポリウレタン12％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円

中西芳弘「桜桃」（技法：油彩／
サイズ：SM）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,000円

サイレントミルサー「S30G」
（大容器260cc・小容器75cc／
日本製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,984円

●振袖・訪問着・長着
当店通常価格10,800円

■生洗い料金の一例

美と健康フェア◆9月20日（水）～26日（火）
◆各階にて開催

元気と美を磨くのは､日々のケア。
健やかなくらしをまるひろから。

※表示価格は割引後の価格です。

〈パウダーパレット〉
ジンジャー（しょうが）
製品特集
◆1階＝化粧品

〈イワタニ〉
ミルサー実演販売会
◆9月24日（日）まで
〈最終日は午後5時終了〉

◆3階＝家庭用品

マヌカハニー
試食販売会
◆9月20日（水）　
午前10時～午後6時
◆地階＝食料品特設会場

〈ダンスキン〉秋の新作フェア
◆3階＝スポーツ

7,560円特別価格
●長襦袢
当店通常価格・・・8,640円

6,048円特別価格
●帯類
当店通常価格・・・5,940円

4,158円特別価格

◆9月20日（水） 正午12時～午後6時

専門スタッフが
足の無料分析にて、
様々な足のお悩みに
お答えいたします。

足のお悩み相談会

日本シグマックス（株）野川 勝巳氏 来店

〈カスタムバランス〉インソール
（22.0～28.0cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円

足裏にかかる圧力や左右のバランスをチェックし、
一人ひとりの足にあわせたインソールをお作りします。

予告

予告

〈ワコール〉ラゼ
エアリーマーメイド新発売

◆2階＝ワコール

バストアンダー部分の
通気性がよく、
さわやかなつけごこち。
パッド受けは
吸汗速乾性にすぐれた
素材を使用しています。

ラゼ エアリー
マーメイドブラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,748円
（D～Fカップ：9,288円）

ラゼ ショーツ
（M・L）・・・・・・・・3,996円

・・・3,672円
〈コサナ〉マヌカハニー
MGO100＋（250ｇ）

27,000円
（レフィル：
26,460円）

ル・セラムn
（40㎖）

・・・・・3,780円

ヴェーダヴィ 
ジンジャー
ペースト
（336g）

マヌカとは、ニュージーランドにのみ
自生した花から採れるハチミツです。

あなたの肌本来の美しさを
目覚めさせる、覚醒美容液です。

理想のボディラインを目指す方に
注目されているしょうがの辛味成分
「ショウガオール」は、生のしょうがに

多く含まれている辛味成分
「ジンゲロール」を加熱して得られます。

※写真はイメージです。



※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。

オープニング特価9/20 水
9/20 水99円99円均一　均一

●〈岩手県産他〉
きゅうり（2本）

お1人様4本・先着800本限り

●〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）

お1人様2点・先着200点限り

●〈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

●〈長野県産〉
えのき茸（1袋）

お1人様2点・先着200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300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
マルコメ 京懐石
（650g）

4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

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

◆9月20日（水）～24日（日） ◆地階＝食料品

◆9月20日（水）～24日（日） ◆地階＝青果
こだわりフルーツこだわりセレクション

まるひろがおすすめする厳選の逸品

・・・・・・ 821円

人形町今半 すき焼割下
木樽醤油仕込
（360㎖・1本） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

〈山梨県産他〉シャインマスカット
（1パック）

天然醸造の醤油、白双糖・利尻
産昆布など材料にこだわりの素
材を使用。樹齢約400年のヒバ
の芯材で作った大型木樽で
仕込みました。

◆9月23日（土・祝） ◆午後3時～ ◆地階＝東信水産

【東信水産】は9/22●限り金
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※写真はイメージです。※写真はイメージです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
〈山形県産他〉アールスメロン
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173円

【龜屋】おはぎ
（つぶ・こし・金ごま／各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184円

【本髙砂屋】おはぎ
（つぶ・こし・きなこ／各1個）

【デリカ味彩】野菜のうま煮
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・306円

【デリカ味彩】天ぷら盛合せ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【東信寿司】にぎり寿司
（24貫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円

【東信水産】は9/22●限り金

ポイント
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まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円
近藤乳業 酪農牛乳
（1000㎖・1本）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円
【東信水産】〈愛媛県産他〉真鯛切身
（養殖／2切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
〈ニュージーランド産〉キウィフルーツ（グリーン）
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈秋田県産〉
生椎茸（菌床栽培）
（1パック）
お1人様2点・先着200点限り

お1人様5点・先着300点限り

249円東海漬物 こくうまキムチ（320g）
・・・・・・・・・・・199円

永谷園 生みそ汁徳用
（あさげ・ゆうげ／各10食・1袋）

・・・・199円
【肉処せんや】〈国内産〉
豚ロース生姜焼用（100g当り）

・・・・・499円
〈チリ産他〉
銀鮭西京漬け
（3切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
〈山形県産他〉サン津軽りんご
（3個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

〈茨城県産〉
れんこん
（100g当り）
お1人様2点・先着200点限り

お1人様6点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈山梨県産〉種なし巨峰
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299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189円

小岩井 生乳100％ヨーグルト・
クリーミー脂肪0（各400g）

お1人様2点・先着100点限り

お1人様6本（1ケース）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

【東信水産】〈日本・太平洋産他〉
めばちまぐろブツ切り
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・549円

【塩干コーナー】〈島根県産〉
どんちっち真あじ開き
（3枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【デリカ味彩】さんま竜田揚げ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円
【肉処せんや】黒毛和牛切落し
（100g当り）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円
【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5枚）

・・・・・・・199円
JA全農たまご ピュアテイスト
（10個入・1パック）

・・・・・・・・1,280円

【東信水産】本まぐろ
食べ比べセット（大トロ・中トロ・
赤身／3点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・698円
【肉処せんや】〈国内産〉
牛バラ焼肉用
（100g当り）

各399円

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン（400g）・
健康サララ（600g）

39円

〈北海道産〉
かぼちゃ（100g当り）
各日お1人様2点・先着200点限り

499円

〈栃木県産〉（糖度センサー）
選別豊水梨（2個入・1パック）
各日お1人様2点・先着100点限り

青果

※9月20日（水）～23日（土・祝）のみの
　販売となります。

21木 金 祝22 土 日23 24・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円大トロ（1柵）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,580円中トロ（1柵）

・・・・・・1,280円赤身（1柵）生本まぐろ

【東信水産】まぐろ解体実演販売


