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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 4月3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

Ⓒ水木プロ

◆3月7日（水）～11日（日）
　〈最終日は午後4時閉場〉
◆6階＝バンケットホール

水木しげる版画展
～ゲゲゲの鬼太郎と妖怪たち～

スクール売場
移設拡大のご案内
◆4月8日（日）まで
◆7階催場

「ゲゲゲの鬼太郎」などで知ら
れる漫画家水木しげる氏。
初期作品の版画を展示販売
いたします。

新入学、新学期のお支度は4月8日（日）
まで7階の特設会場にて承ります。
新入学、新学期のお支度は4月8日（日）
まで7階の特設会場にて承ります。

ゲゲゲの森の仲間たち
（画寸：262×262mm／限定番号：
480／版上サイン入り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73,440円

幽霊電車（画寸：196×267mm／
限定番号：880／版上サイン入り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円

冬物
ファイナル
バーゲン

◆3月7日（水）～13日（火）
◆各階にて開催

ラストチャンスを

お見逃しなく！

※写真は一例です。

※写真は一例です。

婦人ニット帽子
婦人マフラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

FINALBARGAIN
FINALBA

RGAIN

FINALBARGAIN

【1階＝服飾雑貨】

紳士ダウンコート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

【3階＝紳士服】

婦人ブラウス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

【2階＝婦人服】

●3月7日（水）～13日（火） ●各階にて開催

Blooming Flowers!
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初回3,000個限定の有村さん
サイン入りスペシャルBOX付。
清楚でおしゃれな印象と
フェミニンなかわいらしさも
際立たせます。

〈シチズン〉wicca×有村架純
コラボレーションモデル
KLO－669－13（ソーラーテック
電波時計／クリスタルガラス／日付付／
5気圧防水）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37,800円

【2階＝時計】
女性らしい花柄セットアップ。パステル
カラーのニットをあわせた、春気分を盛り
上げるスタイリングをご提案いたします。

〈ミキシングブルー〉
カーディガン（綿45％・再生繊維
（テンセル）40％・ナイロン10％・
アクリル5％）・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円
ブラウス（ポリエステル100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
パンツ（ポリエステル100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円

【2階＝婦人服】

可憐な小花を散りばめた爽やかな
日本限定プリントです。

春夏の限定色に涼しげな
ブルーグレーが登場。

〈キプリング〉
2wayショルダー付きバッグ
（31×30×14.5cm）・・・・・・17,820円

〈カナナプロジェクト〉リュック
（W29×H28×D10cm）16,200円

【1階＝ハンドバッグ】

エプロンを着けた人が誰でも「新しいわたし」になれる
ような、楽しい気分になれるアイテムが満載です！

〈マタノアツコ〉マタノアツコ エプロン
（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

【3階＝エプロン】

ナイロン素材に撥水加工を施した、
軽量タイプのバッグです。

〈エース〉ナイロンバッグ
①
②

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円

【3階＝紳士雑貨】

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（リーダース・チェリーカード）の
いずれかをご提示ください。

Present 期間中、「マタノアツコエプロン」を
お買上げのお客様に粗品を差しあげます。
※数に限りがございます。

対象ブランド
●1階＝ハンドバッグ

ポイント4ハンドバッグ・紳士バッグ ポイントアップフェア
通常のポイントにプラス4ポイント。※セール品は対象外となります。

●3階＝紳士雑貨

①

②



◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

※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。 ※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。

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

入間店は、
4月2日（月）まで

休まず営業いたします。

8 木

【東信水産】
〈長崎県産他〉
あじ刺身
（1パック）・・・・・・・・・・・499円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚モモうす切り
（100g当り）・・・・・・・・148円

〈埼玉県川越市産〉
（産地直送）ほうれん草
（1束）・・・・・・・・・・・・・・・・・159円
〈愛媛県産他〉キウィ
フルーツ（グリーン）（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
明治 おいしい牛乳
（900㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229円

永谷園 生みそ汁
あさげ徳用・ゆうげ徳用
（各10食入・1袋）各199円

9 金 10 土 ●11日

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）・・・・・・・・・・・・499円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛切落し
（100g当り）・・・・・・・・540円

横浜鶏卵 赤玉ミックス
（8個入・1パック）

108円

【東信水産】
〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（養殖／1切）・・・・・・158円

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

【デリカ味彩】
いわし磯辺フライ
（6個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

【サイボクハム】
豚ロース味噌焼肉用
（100g当り）・・・・・・・・・422円

【塩干コーナー】鳴海屋
あごだし明太子
（100g入・1パック）449円

【米工房】
新潟県産コシヒカリ
（5kg）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,462円

お1人様2点・先着100点限り お1人様2点限り

お1人様1点・先着200点限り

お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着100点限り

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・150円
〈茨城県産他〉
ピーマン（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円

お1人様5点・先着200点限り 各日お1人様2点・先着200点限り

お1人様2点・先着200点限り

【東信水産】
〈愛媛県産他〉真鯛切身
（養殖／1パック）780円
【デリカ味彩】
さば味噌煮（骨なし）
（1パック）・・・・・・・・・・・・250円
明治 ブルガリア
ヨーグルトLB81
（プレーン・脂肪0／

各450g・1個）・・・・・139円

味の素 オリーブオイル
エクストラバージン
（600g）・・・・・・・・・・・・・・・599円

【塩干コーナー】
長崎俵物 甘鯛かまぼこ
（200g・1個）・・・・・・・449円

【東信水産】
〈鹿児島県産〉ぶり切身
（養殖／2切）・・・・・・580円

〈秋田県産他〉
サンふじ（4個入・1袋）

399円
サトウ 切り餅パリッと
スリット（1kg・1袋）
・・・・・・・・・　　　　　　　　599円

【デリカ味彩】広島県産
カキフライ（7個）399円ホソヤ 昭和生まれの

贅沢焼売（6個）・
餃子（8個）・春巻（5本）
（各1パック）・・・・各179円

各日お1人様2点・
先着100点限り

〈熊本県産〉グミニー
ミニトマト（約250g入・
1パック）・・・・・・・・・・・・・299円

3/7水

●〈新潟県産〉
まいたけ
（1パック）
お1人様2点・先着200点限り

●〈熊本県産他〉
トマト
（1個）
お1人様2点・先着200点限り

先着40kg限り

●〈宮崎県産他〉
きゅうり
（2本）
お1人様6本・先着1200本限り

●〈北海道産〉
たまねぎ
（3個）
お1人様6個・先着900個限り

オープニングサービス
青 果

・・・4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 ・・・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

〈国内産〉豚小間切れ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

肩ロースうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・980円

サーロインステーキ用
（100g当り）・・・・・・1,380円

〈国内産〉豚ロース各種
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

3日間限定3日間限定

肉処せんや
祭り

肉処せんや
祭り

北海道産 ふらの牛フェア北海道産 ふらの牛フェア

予告 ◆9日（金）～11日（日） ◆10日（土）限り ◆11日（日）限り

◆3月9日（金）～11日（日）
◆地階＝肉処せんや

◆3月9日（金）～11日（日）
◆地階＝肉処せんや

※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。
※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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【ゴディバ】IWC
チョコレートミニハート缶
（5粒入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【セゾンファクトリー】
チョコいちご
（100g） ・・・650円

【ステラおばさんのクッキー】
スウィートクッキー チョコ＆
クッキー（S）（5枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

【トップス】生チョコ
スタンダード（グランマルニエ／
10粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【ダロワイヨ】
マカロン詰合せ
（5個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・651円

【六花亭】
マルセイバターサンド
（5個入） ・・・・・・・・・・1,988円

【フロ プレステージュ】
あまおう苺のホワイトロール
ケーキ（14cm）

※3月9日（金）からの販売

●3月14日（水）まで 
●地階＝食料品

99円均一セール99円均一セール
※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。

New

New

お1人様2点限り


