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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6/13水

〈日本橋木屋〉包丁研ぎ教室
●6月16日（土）（約90分程度） 
①午前11時から ②午後2時から
●3階＝家庭用品

【3階＝紳士雑貨】
ボックス小銭入（牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円

〈コムサメン〉
札入（牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円

青のステッチがポイント、
手触りがやわらかくシンプルなデザインです。

【3階＝紳士カジュアル】

毎年好評の「スヌーピー」コラボシリーズ。
今年注目のボタニカル柄やさりげないポイント使いの
「スヌーピー」が魅力です。

【3階＝インテリア】

〈パンジー〉
紳士スリッパ（M・L・LL）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

汚れが付きにくく、しっとり質感が気持ちよく足に
ぴったりフィットする履き心地です。

職人による包丁の研ぎ方教室です。
普段お使いの包丁をご自身の手で研いでみませんか？
正しい研ぎ方でいつまでも切れ味のよい包丁を
お使いいただけます！

【地階＝和洋酒】

彩の国地酒プレミアム5
（300㎖×5本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

【3階＝寝具】

〈東京西川〉あまわたタオルケット
（綿100％／ピンク・ブルー／日本製）・・・・・・・8,640円

【3階＝家庭用品】

〈SUWADA〉
ネイルクリッパー クラシック（L）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

【2階＝詩仙堂】

〈詩仙堂〉
ジャケット（ポリエステル100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円

出荷量が全国でも有数の
酒どころ埼玉県が誇る
選りすぐりの純米酒が
飲み比べできます。

【1階＝紳士靴下】

ネクタイ靴下ギフト
（3色／綿100％／25～26cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

ネクタイをあしらった
靴下ギフトです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈エレメント オブ シンプルライフ〉
ポロシャツ
（綿64％・ポリエステル36％）

予告

2,808円
参加費（砥石代を含む）

お申込み

定 員（定員になり次第終了）

各回4名様

※当日は動きやすい服装でエプロンをご持参ください。
※お1人様1本とさせていただきます。

※数に限りがございます。

3階＝家庭用品にて
ご予約承ります。

日本製特集MADE in JAPAN ◆6月13日（水）～19日（火）
◆各階にて和の伝統美と技が織りなす、確かな品質と技術。

ロングパイルが
作り出す
ボリューム感のある
風合い、ふんわり
とっても柔らかな
肌触り。

熟練した職人が１丁
１丁手で仕上げて
います。爪切りの機能
「切る」にこだわった
爪切りです。

縦糸を所々ぬき、
織柄にストライプを
施した「絽ちりめん」。
軽くて通気性に
優れています。

武甲正宗 琵琶のさゝ 浪 神 亀 鏡 山 金紋世界鷹

父の日ギフト抽選会
6月17日（日）までの期間中、対象売場にて父の日ギフトをお買上げのお客様は、
「全国百貨店共通商品券」1,000円分が当たる抽選会にご参加いただけます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。※詳しくは売場係員にお尋ねください。

6/17○　父の日
「ありがとう」
記念日。

日 まるひろ父の日
ギフトコレクション●6月17日（日）まで 

●各階にて開催

●3階＝紳士服・
　紳士雑貨・紳士肌着



◆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。

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店
有名メーカー
カットアンドソーン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛モモ焼肉用
（100g当り）・・・・・・・・・580円

〈鳥取県産〉
大栄すいか
（1/8カット）・・・・・・・・・・499円

【塩干コーナー】
〈静岡県産〉うなぎ長焼き
（大／1尾）・・・・・・1,980円

【デリカ味彩】
南部どり唐揚げ
（100g当り）・・・・・・・・・199円

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・・・・・5割引 カップ印 

白砂糖（1kg）
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  300円2 個

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

【肉処せんや】
〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ
（100g当り）・・・・・・・・・・498円

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）レタス（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【サイボク】
ゴールデンポーク
豚肩ローススライス
（100g当り）・・・・・・・・・・388円

フジパン 本仕込
食パン（6・8枚切・各1袋）
各日お1人様1点・計先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

黒霧島 25度パック
（1.8ℓ・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,578円

味の素 
さらさらキャノーラ油
（1kg・1本）・・・・・・・・・・199円

◆6月13日（水）～18日（月）
◆3階＝レンタルコーディネイト マイム

和服・ドレス・
子供服など、
レンタル衣装
在庫処分
いたします。
着付けの練習、
ステージの衣装、
リメイク用など
お気軽に
ご利用ください。

雨天のお買物に感謝して、
雨の日サービスを

各階にて開催しております。

〈吉祥寺 菊屋〉にて2,000円以上
お買上げのお客様に

〈吉祥寺 菊屋〉ポイントを
プラス1ポイント差しあげます。

レンタル衣装セール

オープニング限定品

◆6月13日（水）～18日（月）〈最終日は午後4時閉場〉
◆6階＝レストラン街特設会場

クイーンサイズバーゲン

◆7月31日（火）まで
◆各階にて開催中

※詳しくは店頭ポスターをご覧ください。

14 木 15金
●

16 土 17日
●

6/13水

各日お1人様2点・先着50点限り

各日お1人様2点・先着300点限り

【東信水産】
〈日本船・太平洋産〉
めばちまぐろブツ切り
（約120g入・1パック）580円
サトウ 切り餅
パリッとスリット
（1kg・1袋）・・・・・・・・・・599円
ＪＡ全農たまご
たまごMサイズ（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・  99円お1人様1点・先着200点限り

【肉処せんや】
せんや吟選〈国内産〉
牛肩赤身うす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・698円

入間店100セット限定 お１人様１セット限り

今月は
15日（金）
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。
※左記、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

サークル
登録受付中！
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

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。

20点限り

有名メーカー
ジャケット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円

〈ユービー〉
ブラウス・・・・・7,560円

ストレッチパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

タンクトップ5,400円

20点限り

13水

一例として

青 果

99円均一99円均一

●〈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〉
きゅうり（3本）
お1人様6本・先着1200本限り

●〈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

●〈熊本県産〉グミニー
ミニトマト（100g当り）
お1人様2点・先着200点限り

●〈高知県産〉
みょうが（1パック）
お1人様2点・先着200点限り

【なだ万厨房】父の日御膳
（約9.7×13×10cm（フタ含む）／
2段・1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

【叙々苑】焼肉弁当
（約22.5×15×5cm／1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円

【麻布あさひ】
野菜つくね串
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152円

【京樽】
バッテラ
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・476円 特ロースかつ弁当（1折）712円

【和幸】
特ロースかつ（1枚）482円

父の日ごちそう特集6/17○　父の日
「ありがとう」記念日。

日6/17○　父の日
「ありがとう」記念日。

日 ※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。
※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。
品切れの際はご容赦ください。※交通事情等により入荷が遅れる場合がございます。

●6月17日（日）まで
●地階＝食料品

※6月17日（日）のみの販売 ※6月17日（日）のみの販売 ※6月17日（日）のみの販売

15金

各日お1人様2点・先着300点限り

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）
ほうれん草（1袋）99円

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

〈和歌山県みなべ町産〉南高梅（2Lサイズ／
約1kg入・1袋） ・・・・・・・・・・・・ 499円

【塩干コーナー】
長崎蒲鉾 あらびき
お魚ハンバーグ
（35g×3枚入）・・・・・349円

【サイボク】
フランクフルト
（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・592円

【デリカ味彩】
ひとくちイカフライ
（100g当り）・・・・・・・・・148円

限り

※写真はイメージです。

※写真は一例です。

※写真はイメージです。

お1人様5点・先着500点限り

午前11時から
の販売

彩の国から夏の贈り物 2018 まるひろのお中元

◆7月30日（月）まで〈最終日は午後4時閉場〉 ◆7階催場
お中元ギフトセンター好評開設中！

期間中、2018年の他社ギフト申込書を
ご持参の上、新規にお中元ギフトセンター
にて10,800円以上お買上げでご配送の
お客様に「まるひろポイント1000ポイント」

プレゼント。

乗り換えキャンペーン
◆7月30日（月）まで

期間中、お中元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
「ランチトート」を差しあげます。

お買上げ特典
◆6月30日（土）まで

※詳しくは売場係員にお尋ねください。

まるひろMクラブカード会員様限定

雨の日サービス


