
●入間店 次回店休日のご案内 5月8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。

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」

2018

4/11水
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）

入間店 営業時間：午前10時～午後7時30分

◆4月17日（火）まで
◆1階＝ハンドバッグ／3階＝紳士雑貨・紳士靴

春の
トラベルフェア

【1階＝ハンドバッグ】

・・・・15,984円
〈キプリング〉婦人ボストンバッグ
（W40×H24×D16cm／ショルダー付）

□両側のマチで容量を調節できる、
便利な小振りのミニボストンです。
↑

【1階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
〈カナナプロジェクト〉婦人リュック
（W28×H26×D14cm）

□トートバッグにもなる2way仕様のリュック。
春らしい新色「アクアブルー」の登場です。
↑

【3階＝紳士靴】

・・・・・・19,440円
〈ワールドマーチ〉紳士ウォーキングシューズ
（24.5～27cm／ブラック・ブラウン）

□中底に軽量で高い弾力性をもつ
タフな素材を使用した、ウォーキングシューズです。
↑

【3階＝紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円
②紳士ショルダーバッグ
（W26×H19×D6cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
③紳士ボディバッグ
（W20×H30×D7cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

〈ウルティマ〉バッグ各種（コットン帆布×牛革）
①紳士リュック
（W27×H41×D11cm）

□軽くしなやかなコットンに撥水加工を施しています。
普段のお出かけや旅行のサブバッグとして最適です。
→

Spring Travel Fair

期間中、ご不用の婦人・紳士の靴、バッグをご持参いただくと、対象売場で
ご利用いただける「500円分のお買物券（3枚）」とお引換えいたします。

お客様のご不用になった靴・バッグがエネルギーにかわります。
婦人・紳士 靴・バッグ下取りキャンペーン

衣料品引取りキャンペーン

■お買物券ご利用方法
◆有効期限：５月7日（月）まで ◆対象売場：婦人靴・バッグ売場、紳士靴・バッグ売場ご持参いただいた衣料品1点につき、まるひろ内のレナウン各ショップで

ご利用いただけるお買物券1枚とお引換えいたします。 対象商品を1点5,400円以上お買上げでお買物券2枚、以降5,400円ごとに１枚ご利用いただけます。

※お引換え点数は、お1人様5点までとさせていただきます。

※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。

下取り期間：4月17日（火）まで ◆下取り場所：1階＝婦人靴・ハンドバッグ売場引取り期間：5月15日（火）まで
◆引取り場所：各階 レナウンショップ内

ご愛用いただいたレナウンの衣料品でお買物券とお引換え
「期間限定お買物券1,000円券」

※セール品、付属品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。※詳しくは売場係員までお尋ねください。

×

各ブラ
ンドから、旅にオススメの快適グッズをご紹介しま

す。

カットアンド
ソーン
・・・・・・・3,240円

カットアンドソーン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,400円

◆4月11日（水）～16日（月）
〈最終日は午後4時閉場〉
◆6階＝レストラン街

特設会場

婦人服専門店バーゲン
◆4月11日（水）～16日（月）
◆7階催場〈最終日は午後5時閉場〉

ベビー&子供服バーゲン

◆4月11日（水）～17日（火）
◆2階＝スモールサイズ売場

婦人
スモールサイズ
バーゲン

Present
期間中、32,400円以上お買上げの
お客様に「お菓子」を差しあげます。
※数に限りがございます。

特別限定品

20点限り

　カーディガン
・・・・・・・4,320円

　チュニック
・・・・・・・4,320円

①

②

③

46,440円

①〈コンビ〉
メチャカル
ハンディオート
4キャスEGHG
5点限り

10,800円

②〈エルゴベビー〉
ベビーキャリアEBC3P
オリジナル 5点限り ※カラーは一例です。 ※写真は一例です。

① ②



※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

入間店は、
5月7日（月）まで

休まず営業いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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

◆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

・・・・・・・・・648円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛赤身肩焼肉用
（100g当り） ・・・・・・・・・422円

【サイボク】
豚ロース味噌焼肉用
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・499円

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭
（1切）

・・・・2,516円

【米工房】
新潟県産 コシヒカリ
（5kg・1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

【デリカ味彩】
いわし磯辺フライ
（6個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

サクラ印 
純粋はちみつ
（700g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・449円

【塩干コーナー】〈ロシア・アメリカ産〉
鳴海屋 あごだしめんたい
（100g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

アサヒコ 昔あげ
（2枚入・1袋）

オープニングスペシャルセール

お1人様6本・先着1200本限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（3本）

お1人様2点・先着200点限り

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）

お1人様2点・先着200点限り

●〈埼玉県産他〉小松菜
（1袋）

お1人様2点・先着200点限り

●〈茨城県産〉ピーマン
（1袋）

お1人様2点・先着300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100点限り

・・・・・・・79円

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）

お1人様2点・先着200点限り

499円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ（ルビー）
（3個入・1袋）

480円

【東信水産】〈アイスランド産他〉
赤魚粕漬け
（2枚・1パック） ・・・216円

【肉処せんや】
〈国内産〉豚バラうす切り
（100g当り）

・・・・99円

ミツカン 
穀物酢
（500㎖・1本） 179円

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・159円

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個）

お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・499円

〈熊本県産他〉
デコポン
（1袋）

1,280円

【東信水産】
本まぐろ食べ比べセット
（1パック） ・・・・・・・60円

【肉処せんや】
〈国内産〉若どりムネ肉
（100g当り）

・・・・・・各99円

エースコック スーパーカップ
醤油（113g・1個）・味噌
（137g・1個） 378円

ヤクルト ヤクルト
10本パック（65㎖×
10本・1パック）

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・299円

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

各日お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着50点限り

・・・1,080円

【東信水産】
懐石風刺身盛合せ
（6点盛）

599円
笛木醤油 春夏秋冬の
だしの素（1000㎖・1本） ・・・・・・・・・・・399円

【デリカ味彩】広島県産
カキフライ（7個）

199円
愛たまご 深谷育ちのたまご
増量（10個＋2個・1パック） 540円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛切落し（100g当り）

399円

〈愛媛県産他〉
キウィフルーツ
（4個入・1パック）

各日お1人様2点・先着100点限り

99円均一99円均一99円均一99円均一青果

10点限り

入間店100セット限定お１人様１セット限り

今月は
15日（日）
販売！

※詳しくは、3階＝友の会カウンターまで。

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 ●友の会カウンターにて販売いたします。
※上記、大人のエンジョイサークル会員の方がご購入いただけます。

1割
お得な

60歳以上で
Mクラブカード
をお持ちの方。
※今年60歳に
なられる方も
対象です。

登録は
無料
です。

食料品を
100円（税別）
お買上げで ポイント

0.5
サークル
ポイント

+ =

基本
ポイント

ポイント
1 1.5

ポイント

合計で合計で

サークル登録受付中！　このカードが対象です。

食品売場でお買上げ100円（税別）で
基本ポイントに対してプラス0.5ポイント
付与されます。
例）食料品100円（税別）で1.5ポイント差しあげます。※新たにご入会されるお客様への食品プラスポイントは入会手続き後８日より適用となります。

◆4月20日（金）午後2時～
◆6階＝バンケットホール ◆定員：50名様

参加
無料

大人のエンジョイサークル会員の方限定

大人のＥｎｊｏｙ健康講座

「頸動脈狭窄症とのつき合い方」
●講師：埼玉石心会病院 脳神経外科副部長 近藤 竜史

「脳卒中治療最前線！パート1
～頭を切らずに治す血管内治療～」
●講師：埼玉石心会病院 診療放射線技師 小林 祐介
■応募方法：3階＝友の会カウンター前応募BOXに投函、
またはFAX（04－2966－0508）にてお申込みください。

第1部 午後2時から

第2部 午後2時30分から

19,440円

礼装用草履バッグセット
（フリーサイズ：
24.5cmまで対応）

※写真はイメージです。

〈東京ますいわ屋〉
フォーマル特集
◆4月11日（水）～17日（火）

◆2階＝呉服
ご婚礼、式典、入卒式など寿ぎの場で
留袖や訪問着、色無地の装いに華やぎを
そえる草履とバッグのセットを特別価格で
ご用意いたしました。

・・・・・・・・・・46,440円

花柄型押しショルダーバッグ
（牛革）

フェア限定品

◆4月11日（水）
          ～14日（土）
午前10時～午後7時まで

※写真はイメージです。

〈イビサ〉フェア
◆4月11日（水）～15日（日）
◆1階＝ハンドバッグ

おすすめフルーツ
◆地階＝青果 4月14日（土）はオレンジデー

おすすめ鮮魚
◆地階＝東信水産 ◆4月15日（日）まで

心弾む春を華やかに彩るバッグや小物を
多数ご用意しております。

醤油ベースのタレにピーナッツ、
クルミを混ぜ合わせました。
香ばしい風味とコクが特徴です。

・・・・・・・・・・128円
〈熊本県産〉あさり
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円

〈北海道産他〉殻付きホタテ
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈アメリカ産〉
ミネオラオレンジ

（1袋）

お1人様2点・先着50点限り
・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈アメリカ産〉
ネーブルオレンジ

（1袋）

〈レリアン〉
2018コーディネートフェア

◆4月12日（木）～22日（日）
◆2階＝レリアン

創業50周年を
迎えたレリアンから
皆様への感謝の
気持ちを込めて、
期間中32,400円以上
お買上げの方に
粗品を差しあげます。
※数に限りがございます。

※豊富な柄でご用意しております。

◆4月15日（日）まで 
◆地階＝食料品

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円
水城漬物工房 五平もち
（2本入）

4/11●水

12●木 13●金 15●日14●土・

14●土

お手入れ会

限り


