
●入間店 次回店休日のご案内 6月5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」

2018

5/23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

■5月27日（日）まで ■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。
期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用になる場合、分割手数料はまるひろが負担いたします。

※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかとなります。
※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。 ※対象商品は一部除外もあります。詳しくは係員におたずねください。

まるひろMクラブカード［クレジット機能付］・スターカード（リーダース・チェリー）・
アトレMクラブカード

キャンペーン
対象カードキャンペーン

まるひろ分割払い無金利開催無金利！
期間限定！！ 手数料はまるひろが負担します。 ※対象売場は販売員におたずねください。

パンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

【2階＝婦人服】

〈オッジ〉
ブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

■心地よく暮らしに寄り添う、
上質なデイリークローズ。初夏に
向かってナチュラルな透け感や
清涼感のあるスタイリングを提案
いたします。

【1階＝婦人靴】

〈リーガル〉
婦人サンダル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円から

■リゾート感漂う
エレガントなサンダルは、
今年の夏の注目アイテムです。

【1階＝ハンドバッグ】

〈組曲〉
トートバッグ・・・・・・・・・・・12,960円

■ペーパーで編んだシンプルな
トートバッグ。
裏地は麻でナチュラル感をUP。
肩掛け用のショルダー付きです。

【2階＝婦人服】

〈プランドヴィー〉
ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円

■自由な着こなしを楽しみたい、
前後2通りの着こなしができる
ブラウスです。
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◆5月23日（水）～29日（火）
◆各階にて

サマー
ファッション
特集

Summer Collection

パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

【3階＝紳士服】

〈エレメント オブ シンプルライフ〉
ポロシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円

■非常に軽く涼しいシャツ地を使用
したスタンド襟のカバーオール。
カジュアルダウンしすぎない上品な
印象をプラスします。

おすすめ福寿セット
・・・・・105,840円から

◆5月24日（木）～28日（月）
◆3階＝レンタルコーディネイトマイム

◆1階＝化粧品 2019・2020年度
成人式振袖レンタル

ご予約会◆5月23日（水）～28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＆婦人肌着
バーゲン

UVコスメ特集

写真撮影から当日の
お仕度までトータル
サポートいたします。
「試着予約～前撮り～
当日のお支度」すべて
丸広店内で解決！！

うれしい特典
①草履・バック・足袋プレゼント
②袴レンタル割引券
　（卒業年度に使えます）

〈アクセーヌ〉スーパー
サンシールド ブライトフィット
（日やけ止め乳液／SPF50+・PA++++／

顔・からだ用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

毎日頼れる、SPF50+のボディガード。
汗・水に強いのに、簡単に落とせます。

〈資生堂〉クリアスティック
UVプロテクター
（スティック状日やけ止め／

SPF50+・PA++++／15g）・・・・3,024円

予告

手を汚さず、肌に直接塗れる
透明スティック状サンスクリーン。メイクの
上からも使え、塗り直しにも便利です。

・・・・・・・・・・540円無縫製ショーツ

・・・・・972円優秀ラク伸びブラ
カップ取り外し可能でラクな着心地です。

肌当りがよく、アウターに響きにくい
ストレッチ素材。



入会キャンペーン期間中、「まるひろMクラブカード（クレジット機能付）」へ新規入会または「まるひろ友の会カード」へ新規入会で
2枚のカードをお持ちいただいた方にまるひろポイント1,000ポイント

※入会キャンペーンのまるひろポイントは、

※①キャンペーン対象は新規入会のみとなります。以前入会され、ポイントの特典を受けられたお客様、
　また増口・増額をご希望のお客様は対象外となります。

まるひろポイント1,000ポイントをお手持ちのまるひろMクラブカード
へ平成30年7月1日（日）に付与いたします。
まるひろポイント1,000ポイントを発行したカードへ発行月の翌々月の
1日に付与いたします。

まるひろMクラブカード（クレジット機能付）・
まるひろ友の会（新規） ダブル　　キャンペーン入会

期間：5月27日（日）まで 場所：3階＝Mクラブカウンター・友の会カウンター
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まるひろMクラブカード
（クレジット機能付）を
お持ちの場合

まるひろ友の会にご入会

▲

まるひろMクラブカード
（クレジット機能付）にご入会

▲

まるひろMクラブカード
（クレジット機能付）
まるひろ友の会  両方にご入会

▲

①

まるひろ友の会
会員様の場合②

現在カードを
お持ちでない場合③

ガトーフェスタ ハラダ
期間限定販売会
◆5月23日（水）～29日（火）
◆地階＝上りエスカレーター脇

特設コーナー
・・・・・・・・・・・・・972円

●⬆グーテ・デ・ロワ 簡易大袋
（2枚入×13袋〈26枚〉） ・・・864円

●⬆グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコ
レート簡易大袋（10枚入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・605円

●⬆グーテ・デ・プリンセス 
簡易袋（6枚入）

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

※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。　

◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス 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。

〈佐賀県産〉
新たまねぎ（2個）

〈埼玉県産他〉
きゅうり（3本）

〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ（1袋）

〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）

【肉処せんや】
ロースハム切落し
（100g当り）

【肉処せんや】
ベーコン切落し
（100g当り）

【東信水産】
〈熊本県産他〉あさり
（100g当り）

【東信水産】
〈ノルウェー産〉
さば干物（解凍／1枚）

森永 ビヒダス
ヨーグルトプレーン
BB536（75g×4）

JA全農たまご
赤玉子Mサイズ
（10個入）

テーブルランド
なめ茸
（120g・1個）

エースコック スーパー
カップ醤油・熟成味噌
各種（各1個）

父の日ご予約承ります。 父の日オリジナルラベル
◆ご予約承り日：6月16日（土）まで
◆お渡し日：6月17日（日）限り
◆地階＝食料品

◆ご予約承り日：6月10日（日）まで
◆お渡し日：6月15日（金）～17日（日）
◆地階＝和洋酒コーナー

・・・・・・・・3,564円
・・・・3,996円

【帝松】
①手造り大吟醸 桐箱入り（720㎖）
②特選純米吟醸 金箔入（1.8ℓ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
はごろも シャキッとコーン
（3缶入）

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

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
ゴールドキウィフルーツ（4個）

・・・・・・・・・128円
【肉処せんや】〈国内産〉豚モモ
うす切り（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・398円
【東信水産】〈日本・韓国産他〉
めばちまぐろ柵
（解凍／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
〈熊本県産〉肥後浪漫すいか（1/8カット）

・・・・・・・・・・・・・・・・1,180円
【塩干コーナー】〈三重県産〉
うなぎ蒲焼（1串）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・454円
【サイボク】スモークショルダーシュゼット
（100g当り） ・・・・・・・・・・・各399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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180円
【デリカ味彩】わらじメンチカツ
（1枚） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279円

明治 十勝カマンベール
（100g）

・・・・・・・・・・・・・540円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

【東信水産】
刺身盛合せ
（3点盛）・・・・・・・・・・・・・・・299円

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

先着200点限り

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 99円
〈群馬県産〉（産地直送）レタス
（1個）

・・・・238円
【肉処せんや】〈国内産〉
豚ロース肉（100g当り）

580円
【東信水産】〈日本太平洋産他〉
まぐろブツ切り（解凍／120g入）

お1人様2点・先着300点限り
各日お1人様2点・先着50点限り

各日お1人様2点・先着100点限り

※献立内容が一部変更になる場合がございます。
※数に限りがございます。
※交通事情等により入荷が遅れる場合が
　ございます。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

・・・・・・・1,800円

【叙々苑】
焼肉弁当
（約22.5×15×
5ｃｍ／1折）

※午前11時30分以降
　のお渡しとなります。

※まるひろスターカードも対象です。

+

①の場合

②③の場合

お1人様4個・先着800個限りお1人様6本・先着1200本限り

お1人様2点・先着200点限り お1人様2点・先着300点限り
お1人様1点・先着200点限り

※名入れは、行書体か楷書体
を選択できます。（写真は行書体
です。）名前の右側に１０から
２０文字までのメッセージを
入れることができます。

① ②

木24 金25 土26 日・27

5/23水 99円均一99円均一オープニングプライス


