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7/11水

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」

入 間店

●入間店 次回店休日のご案内 8月21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

自
由
に
組
み
合

わせ
て、夏

のシーズンをエンジョイ！

全館夏の売りつくしスタート！

◆7月11日（水）～17日（火）

◆1階＝婦人靴／2階＝婦人服

パンツ
＆シューズ

Bargain

Summer

【2階＝婦人服】

　婦人パンツ
各種
・・・・・・・・・・5,400円

【2階＝　　　　　
イベントスペース】

　〈ユービー〉
クイーンサイズ
パンツ各種

・・・・・・・・・・5,400円

　婦人サンダル
・・・・・・9,720円から

【1階＝婦人靴】

〈銀座ヨシノヤ〉
婦人サンダル各種

10,800円均一

婦人肌着
各種
864円から
紳士肌着各種
・・・・・・・・・・・・・・864円

【1階＝銀座ヨシノヤ】

　婦人
カジュアル
シューズ各種
・・・・・・・・・3,240円
【1階＝婦人靴】

　婦人サンダル
各種・・・5,400円から

【1階＝婦人靴】

スポーツ＆アウトドアバーゲン
50～30%OFF

◆7月11日（水）～17日（火）
〈最終日は午後3時閉場〉
◆1階＝エントランス

天使の綿シフォン
◆7月11日（水）～17日（火）
◆1階＝エンジョイスペース

〈ふわりぃ〉ランドセル販売会
◆8月31日（金）まで
◆1階＝エスカレーター脇特設会場

フォーマル 
ご試着
キャンペーン

フォーマルセミナー

◆7月11日（水）～24日（火）
◆2階＝東京ソワール

◆7月18日（水）
●午後2時から
●参加無料（20分程度）
皆様のフォーマルに関する
なぜ？ にお答えします。

※写真はイメージです。

対象ブランド

紳士・婦人
肌着＆ナイティバーゲン

Present 対象商品を10,800円
以上お買上げのお客様先着
50名様に「オリジナル洗濯ネット」
を差しあげます。

上質な綿100％素材で
ネックにつなぎ目のない
デザイン。ふわりと優しい
肌触りと着心地で幸せに。 上品な

デザインと
高性能な
モデルです。

ロイヤルコレクション
（約1,120g）・・・・・・・・・・59,400円

ハイネックノースリーブ
（絹100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

特別提供品

Present お買上げいただいたお客様に〈ふわりぃ〉ぬいぐるみを
差しあげます。※数に限りがございます。

Present 期間中、ウェアを
ご試着されたお客様に粗品と
「割引クーポン券」を差しあげます。

SPORTS OUTDOOR

同時
開催

◆7月11日（水）～31日（火）
◆2階＝イベントスペース同時開催

50点
限り

クイーンサイズバーゲン
取扱いサイズ 13号～17号

20点限り

※写真は一例です。

まるひろMクラブカード会員様10%OFF
（クレジット機能付・現金専用・スターカード） ※一部除外品もございます。

予告



※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
、8
月
20
日（
月
）ま
で

休
ま
ず
営
業
い
た
し
ま
す
。

期間限定！！ 手数料はまるひろが負担します。

キャンペーン無金利

※7月11日（水）より受付開始。
※定員に達し次第受付終了となります。
TEL：（04）2963－1111（代表）

ご予約・お問合せ

定員
30名

事前予約制 参加無料

3階＝友の会カウンター

暑い夏を乗りきるための
コツを「食」の観点から
アドバイスいたします。
簡単夏バテ防止レシピの
ご紹介と試食もございます。

講師：女子栄養大学生涯学習講師
栄養クリニック管理栄養士

新井 麻子先生

◆2019年3月3日（日）まで
◆3階＝レンタルコーディネートマイム

レンタル卒業袴
展示ご予約会

着物とはかまの組み合わせが自由！
着物・はかまのみのレンタルも
ご利用いただけます。
※詳しくは売場係員へおたずねください。
※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。

6万・7万・8万円プラン

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

Kobaton

◆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。

埼玉県産品特集 ◆7月11日（水）～15日（日） ◆地階＝食料品

〈埼玉県産〉
小松菜
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈宮崎県産他〉
かぼちゃ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・59円

【サイボク】
豚肉切落し
（100g当り）・・・・・・・・・227円

【塩干コーナー】
〈三重県産〉うなぎ
蒲焼（1串）・・1,480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

にんべん フレッシュ
パックソフト（4.5ｇ×8袋・
1パック）・・・・・・・・・・・・・・299円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肩ロースうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・880円

【東信水産】〈スペイン産他〉
まぐろ切落し（約140g入・
1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・598円

【デリカ味彩】ふっくら
真あじの大葉フライ
（8個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280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

〈山梨県産〉もも
（2個入）・・・・・・・・・・・・・・599円

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

【東信水産】
〈長崎県産他〉真あじ
刺身（1パック）・・480円
雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）・・・・189円
えひめ飲料 ポンジュース
（1000㎖）・・・・・・・・・・・・219円

〈埼玉県産〉
みずな
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

三之助 
三之助豆腐
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・303円

笛木醤油
金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）・・・・・・599円

笛木醤油 
春夏秋冬のだしの素
（1000㎖・1本）・・・・599円

笛木醤油 小江戸
醤油屋のせんべい
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・299円

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

【サイボク】
豚味付け肉（ピリ辛／
100g当り）・・・・・・・・・・・270円

【龜屋】
河越茶のお茶ぷりん
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

【龜屋】
河越太郎
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173円

狭山茶コーラ
（2本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

狭山茶ようかん
（8本入・1袋）・・・・・・・・540円

12木

お1人様6本（1ケース）限り

各日お1人様2点限り各日お1人様2点限り

お1人様2点・
先着100点限り

お1人様2点・
先着200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〉
豚モモうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・148円
【東信水産】
〈長崎県産他〉しめ鯖
刺身（1パック）・・480円

【デリカ味彩】カレー包み
メンチカツ（4個）250円
タカノフーズおかめ
ツインパック（木綿・絹／
各200g×2）・・・・・・・・・・・・・79円
S&B 本生本わさび
（43g）・生しょうが（40g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各99円

13金
お1人様2点・
先着300点限り

7/11水

乗り換えキャンペーン
◆7月30日（月）まで

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。※詳しくは売場係員にお尋ねください。

◆7月30日（月）まで
◆7階催場〈最終日は午後4時閉場〉 

彩の国から夏の贈り物 2018 まるひろのお中元

お中元ギフトセンター
好評開設中！

夏バテ防止セミナー 〈東京ますいわ屋〉
ゆかたコレクション
涼しさを装う、日本の手仕事
◆8月31日（金）まで ◆2階＝呉服
今年こそゆかたでお出掛け
しませんか？お子様ゆかたや
紳士ゆかたも色柄豊富に揃えました。

夏の風物詩「花火」文様を
大胆なラインで表現しました。

絹麻半巾帯・・・・・・・・・・21,600円

プレタゆかた 
はなび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,184円

■7月17日（火）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

！

◆　　 8月5日（日） 
　午前11時～（約60分）
◆6階＝バンケットホール

予告

〈岩手県産他〉
きゅうり（3本）
お1人様6本・先着1200本限り

〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）
お1人様2点・先着200点限り

〈茨城県産他〉
とうもろこし（1本）
お1人様2点・先着200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300点限り

99円均一青果


