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11/15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」
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」まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。

グーテ・デ・ロワ クリスマス
デザイン 簡易大袋
（2枚入×13袋入（26枚））・・972円

グーテ・デ・ロワ 
プレミアム 簡易箱
（5枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

グーテ・デ・ロワ 
ホワイトチョコレート
簡易大袋（10枚入）・・・・・・864円

◆11月15日（水）～21日（火）
◆地階＝特設会場

パティスリークリエーション 

ガトーフェスタ ハラダ
期間限定販売会

◆11月21日（火）まで
◆1階＝エンジョイスペース

◆11月15日（水）から ◆各階にてウィンター トピックス
北欧
ファッションフェア

ウールとシルクの
天然素材、品質に
こだわった商品。
モダンなデザインを
取り入れ、
新旧の融合した
新しいデザインに
仕上げています。

ロング
カーディガン
（毛75％・絹25％）

・・・129,600円

堺業平三徳包丁
（安来青鋼／
刃渡り約16.5cm）

・・・・・・・・・・・17,280円

◆11月21日（火）まで〈最終日は午後5時終了〉
◆1階＝ハンドバッグ

〈グランティ〉
手作りバッグフェア

牛革のメッシュに
エナメル加工を
施したインパクト
のある個性的な
ショルダー
バッグです。

◆11月20日（月）まで ◆3階＝家庭用品
※最終日の研ぎ受付は、正午12時終了となります。

堺打刃物 包丁研ぎ販売会

無骨な見た目ながら、使い勝手の良さと圧倒的な
切れ味の堺打刃物の販売会です。

◆2階＝時計

冬の新作
〈セイコー〉セレクション
日本製の確かな品質と
機能美を兼ね備えた
ペアでも楽しめる
ドレスウォッチが登場。
新たな時計で
冬スタイルを
楽しみませんか？

ショルダー
バッグ
（牛革）41,040円

〈セイコー〉
セレクション 紳士・婦人
（ソーラー電波修正・ステンレスケース・10気圧防水・
サファイアガラス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各37,800円

◆11月19日（日）まで
◆2階＝レリアン

〈レリアン〉
スタイルアップコレクション

一枚でさまになる
ニットや
ワンピースなど、
旬のコレクションが
揃いました。

Present
期間中、21,600円以上
お買上げのお客様に先着
で「まるひろ特選 季節の
和菓子」を差しあげます。
※数に限りがございます。

◆11月26日（日）まで
◆3階＝トータルカジュアル

〈エレメントオブシンプルライフ〉
いい夫婦フェア

期間中、
対象ブランドの
商品を
5,000円お買上げ
ごとに
「お買物補助券」
が当たる
「スクラッチカード」
を差しあげます。

ワンピース
・・・・・・58,320円

WINTER TOPICS

4ポイント2ポイント

●11月15日（水）～19日（日）

●1階=化粧品 ●2階=ワコール
●1階=ウィッグ

まるひろMクラブカード・アトレMクラブカード・
まるひろスターカードのいずれかをご提示ください。ポイントアップフェアまるひろMクラブカード

お手持ちの
包丁の研ぎも
承ります。（有料）

お買上げ
プレゼント

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

◆12月18日（月）まで〈最終日は午後4時閉場〉 ◆7階催場
Kobaton

お歳暮ギフトセンター
好評開設中！

彩の国から冬の贈り物 2017 まるひろのお歳暮

期間中、2017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「1,000円のお買物券」
をプレゼントいたします。

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ひざ掛け」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。

乗り換えキャンペーン ◆12月18日（月）まで

※写真はイメージです。

お買上げ特典 ◆11月30日（木）まで ※写真はイメージです。



◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

※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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※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。

http://www.maruhiro.co.jp/検索丸広百貨店 04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

※冷凍での販売となります。 ※冷凍での販売となります。 ※冷凍での販売となります。

◆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（木）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。

12月14日（木）まで
12月23日（土・祝）・24日（日）
〈各日午前11時から〉

ご予約受付
お渡し

18 土 ●19日

〈山形県産他〉
サンふじ
（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【デリカ味彩】
豚ヒレカツ
（5枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

横浜鶏卵
赤玉ミックス
（8個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

【塩干コーナー】
くるみ小女子
ファミリーパック
（200g・1パック）・・599円

【東信水産】
〈チリ産〉
ふり塩銀鮭切身
（養殖／1切）158円

【肉処せんや】
黒毛和牛
モモ切落し
（100g当り）800円

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

ネスカフェ
ゴールドブレンド
（90g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【肉処せんや】
〈国内産〉
牛肩ロース切落し
（100g当り）・・・・・・・・600円

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・39円

【塩干コーナー】
鮭匠ふじい
紅鮭焼きほぐし
（100g・1瓶）・・・・・・・599円

【サイボクハム】
あらびきウインナー
（145g）・・・・・・・・・・・・・・・476円

〈ニュージーランド産〉
キウィフルーツ
（グリーン）（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99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

サトウ 切り餅
パリッとスリット（1kg・1袋）

599円

タカノ ツインパック
豆腐（絹・木綿／
各200g×2）・・・・・・・・・・・・79円

各日お1人様2点・先着200点限り〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック） 99円お1人様2点・先着500点限り

〈新潟県産他〉たねなし柿
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  79円先着1000点限り

【肉処せんや】〈国内産〉
若どりモモ角切り水炊き・鍋用
（240g・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298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
伊藤ハム キリクリームチーズ10P
（180ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

16 木

【東信水産】
〈北海道産他〉
生たら切身（100g当り）・・・・・・・・298円

〈埼玉県産他〉ほうれん草
（1束）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円お1人様2点・先着500点限り

〈山形県産〉ラフランス
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
【東信水産】〈日本・太平洋産他〉
めばちまぐろブツ切（1パック）580円
サクラ印 純粋はちみつ
（700g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 699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

17金

【肉処せんや】
千葉県産
匠味豚ロースしゃぶしゃぶ用
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230円

11/15水

●〈茨城県産〉ピーマン
（1袋）お1人様2点・先着500点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（120g入）お1人様2点・先着500点限り

●〈長野県産他〉えのき茸
（1袋）お1人様2点・先着500点限り

●〈埼玉県産〉きゅうり
（3本）お1人様6本・先着3000本限り

先着1500点限り

お1人様1点・
先着200点限り

お1人様2点限り

オープニングサービス

99円均一99円均一青 果

・・・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

・・5,400円

〈モンサンクレール〉
ノワゼットパッション
（直径約15cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円
〈ドゥデ・ノーダン〉ボージョレー・ヌーヴォー2017
（さくら草ラベル）（750㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,880円
〈クラージェ〉ボージョレ・ヴィラージュ・
ヌーヴォー2017（750㎖）

◆地階＝和洋酒
※数に限りがございます。

2017 ボージョレ・ヌーヴォー
11月16日（木）解禁！

まるひろ
オリジナル

■「ブルゴーニュ最古の作り手」より上質の土壌（ヴィラージュ）から
生まれる深みある味わい。

■1849年創業の伝統あるメゾン。まるひろの包装紙「さくら草」を
デザインしたオリジナルラベルです。
1

2

■1 ■2

※ポイントサービスの対象外となります。※写真は盛り付けの一例です。※数に限りがございます。

【もずキム】
海ぶどう
（80g）1,331円

・・・・・・・・・・・・・540円

【山口油屋福太郎】
辛子めんたい風味
めんべい
（2枚×8袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
【八助】博多ひとくち餃子
（30個入）・・1,301円

【職人のからあげ華鳥】
中津からあげ（370g）

・・・・・・・・・756円

【増田羊羹本舗】
小城羊羹昔風手造り
（小倉・挽茶・栗／
各260g・1本） ・・・・・・・・・・396円

【福建】
長崎ちゃんぽん
（2人前・1袋）

福
岡

福
岡

大
分

沖
縄

佐
賀

長
崎

・・・・・・・・・・・・・・・・・・651円
【かさの家】梅ヶ枝餅
（5個入） ・・・1,188円

【萬坊】いかしゅうまい
大まる（8個） 1,080円

【吉宗（よっそう）】茶碗
蒸し（230g×2食）

福
岡

佐
賀

長
崎

九州フェア◆11月15日（水）～21日（火）
◆地階＝食料品催事コーナー南国のうまかもんが大集合！

お1人様6本（1ケース）限り お1人様2点限り

各日お1人様2点限り

先着500点限り

各日先着300点限り


