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〒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

まるひろMクラブカード
会員様

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」食料品 ポイントフェア10/18□限り水

◆引取り期間：10月18日（水）～24日（火）
◆引取り場所／対象売場：2階＝婦人服各ショップ　
対象ブランド

ご愛用いただいた各メーカー・ブランドの
婦人服でお買物券とお引換え

「期間限定お買物券1,000円券」
ご持参いただいた対象の衣料品1点につき、
まるひろ内の対象ショップでご利用いただける
お買物券1枚とお引換えいたします。

※1回のご購入金額5,400円毎に1枚ご利用できます。
※定価商品のみのご利用に限ります。（セール品・割引は除外）
※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。
※複数ショップでの合算はできません。
※詳しくは売り場係員までお尋ねください。

婦人服 衣料品下取りキャンペーン

ご試着・アンケートプレゼントご成約プレゼント

先着100名様

オーダーメイド・ウィッグをご成約いただいた方に、 ご試着およびアンケートにご協力くださった方に、

※お一人様１点限りとさせていただきます。

マイクロファイバーブランケット
を商品お渡し時に差しあげます。

47ＣLＵＢカタログギフト ウィッグお手入れセット＋

高橋 惠子さん
アデランスイメージキャラクター

おためしフェア
期間限定  ウィッグ展示試着会

1階＝特設会場

※最終日は午後５時閉場　※各日最終受付は閉場時間の１時間前まで。

午前10時～午後7時30分
18 水

10 24~ 火

ご予約不要
入場自由

通常の1ポイントに
プラス4ポイント
おつけいたします。

22,000円
33,000円

細身からゆったりサイズ
スーツまでお好きな組合せ

よりどり
2着

◆6階＝特設会場
〈最終日は午後4時閉場〉

10/18 水▶31 火
男の大市

　ビジネスシューズ
各種・・・10,800円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
・・・・・・3,240円から

カジュアルシャツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円

　ワイシャツ各種

※回収衣料は、再生燃料にリサイクルして環境・社会活動に活用します。
クーポン券ご利用方法

まるひろMクラブカード
まるひろMクラブカード会員様へ

　ネクタイ各種

ご愛用いただいたオンワード樫山の衣料品でクーポン券とお引換え

「オンワード・グリーンチケット1,080円分（税込）」
ご持参いただいた衣料品1点につき、まるひろ内のオンワード樫山の商品でご利用いただける

クーポン券1枚とお引換えいたします。

回収衣料をリサイクルして毛布や軍手を生産し、日本赤十字社を通じて世界の被災地支援などに活用します。
また、まだ活用できる一部の衣料はリユースし、その収益のすべてを環境・社会貢献活動に活用します。

◆引取り期間：10月18日（水）～11月30日（木）
◆引取り場所：オンワード樫山各ショップ

※詳しくは販売員におたずねください。

衣料品引取り
オンワード・グリーン・キャンペーン

共同企画

オープニングサービス
10/18水

21土・22日

20点限り

ベルト各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円各日20点限り

限り



※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

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18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10/18□水限り
◆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

明治 おいしい牛乳
（1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219円

にんべん つゆの素・白だし
（各1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各399円

【肉処せんや】〈国内産〉
若どり手羽元（100g当り）・・・・・・68円

【東信水産】〈チリ産〉
銀鮭西京漬け（3切）・・・・・・・・・499円

〈茨城県産〉れんこん
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69円お1人様2点・先着200点限り

ベルギーカーペット
（レーヨン60%・綿40%／195×250cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円10点限り

〈ニュージーランド産〉
キウィフルーツ（グリーン）（4個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円お1人様2点・先着100点限り

〈愛知県産他〉トマト
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円お1人様2点・先着200点限り

〈山形県産他〉
ラ・フランス（2個入・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円お1人様2点・先着100点限り

〈青森県産他〉早生ふじ
（3個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
【東信水産】〈チリ産〉ふり塩
銀鮭（養殖／1切）・・・・・・・・・・150円

【肉処せんや】〈国内産〉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）・・・・・・・599円

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

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

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

【サイボクハム】あらびき
ウインナー（145g）・・・476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

はごろも シーチキンLフレーク・マイルド
（各70g×4缶入・1パック）・・・・・・・・・・・・各399円

【肉処せんや】千葉県産匠味豚
小間切れ（100g当り）・・・・・・・・・・146円

【東信水産】〈長崎県産他〉
あじ刺身（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈長崎県産〉
味まるみかん（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円各日お1人様2点・

先着100点限り

【肉処せんや】
〈国内産〉黒毛和牛
モモうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・840円

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛）・・・・・・・・1,080円
【塩干コーナー】
〈静岡県産他〉うなぎ
長焼（1尾）・・1,580円

〈北海道産〉
かぼちゃ（100g当り）

　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39円各日お1人様2点・
先着200点限り

19木

10/18水

紀文 肉まん・あんまん
（3個入・各1パック）・・・・・・・・・・・・・・各399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

明治屋 果実実感
ジャム（イチゴ・ブルー
ベリー・マーマレード／

各340g）・・・・・・・・・・・・299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）・・・・・・・・・・・・各399円

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割引

でん六 小袋甘納豆
（235g・１袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
アサヒコ 昔あげ
（2枚入・1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89円

20金 21土・22日

レンタル卒業袴展示ご予約会
◆2018年3月3日（土）まで

◆3階＝レンタルコーディネイト「マイム」
着物、袴、帯の
組み合わせは自由です。
着物、袴のみのレンタルも
ご利用いただけます。
（着付け、ヘアアレンジ、
記念写真はスタッフまで
ご相談ください）
※モーニング、黒留袖、
　結納品、成人式振袖、
　紋服レンタル衣裳の
　お取扱いもございます。

秋の絨毯バザール
◆10月18日（水）～24日（火）

◆3階＝インテリア
◆10月18日（水）～24日（火）

◆別館1階＝手芸

お買得な
絨毯や、
玄関マット
などを各種
取り揃えて
おります。

ハロウィンコレクション

セルフマート ベストセレクション
◆10月18日（水）～22日（日） ◆地階＝食料品

笛木醤油 金笛 春夏秋冬の
だしの素（1ℓ）・胡麻ドレッシング
（390㎖） 各599円各日お1人様2点限り

ポイント食料品 オープニングサービス

お1人様6点・
先着300点限り

お1人様1点・
先着200点限り

お1人様2点限り

【塩干コーナー】〈兵庫県産他〉
ちりめん（90g・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円先着50点限り

横浜鶏卵 赤玉
（8個入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・108円
サトウ切り餅パリッとスリット
（1kg・1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

パスコ 超熟食パン
（6枚切・8枚切）・・・・・・・・・・・・・・・・139円
【デリカ味彩】さんま竜田揚げ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

三幸製菓ぱりんこ（36枚入）・
雪の宿（24枚入）
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各139円

青果99円均一99円均一99円均一

●〈山形県産他〉
にら（1束）
お1人様2点・先着200点限り

●〈熊本県産他〉
長なす（2本）
お1人様4本・先着400本限り

●〈長野県産〉
えのき茸（1袋）
お1人様2点・先着200点限り

●〈埼玉県産他〉
きゅうり（3本）
お1人様6本・先着900本限り

●〈茨城県産他〉
ピーマン（1袋）
お1人様2点・先着300点限り

スイーツ ◆地階＝セルフレジ横

21
土

22
日

19
木

18
水

20
金

日 替 り

・・・・・・・・・・・・・216円
②ミニカットクロス
（約25×55cm／1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　648円

・・・・・・・・・751円 ・・・・1,296円

　【浅草舟和】芋ようかん
（5本入）

【松葉屋】
月よみ山路
栗蒸し羊羹
（1本）

・・・・・702円

①ハロウィン
のエコたわし
（1キット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円
③ハッピーハロウィンリース
（1キット）

※なくなり
　次第終了と
　なります。

①

③②

先着30点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先着20点限り　907円

芋ようかんあんこ玉詰合わせ
（芋ようかん2本、あんこ玉6個）

先着20点限り

先着60点限り

【鎌倉小川軒】
レーズン
ウィッチ
（10個入）
先着40点限り

・・・・1,080円 ・・・・・・・・・761円

【なごみの
米屋】
ぴーなっつ
最中（8個入）
先着40点限り

【船橋屋】
くず餅
（24切）
先着50点限り


