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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

※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」●入間店 次回店休日のご案内 4月3日（火）

※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。

※午前11時30分からの販売※午前11時30分からの販売

南部どり唐あげ
（100g当り）・・・・・・・・199円

照焼きチキンピザ
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・650円

オードブル
（1パック）・・・・・1,000円

〈国内産〉
牛バラ焼肉用
（100g当り）・・・・・・・・780円

〈国内産〉牛サーロイン
ステーキ用
（100g当り）1,400円

〈国内産〉
牛モモ焼肉用
（100g当り）・・・・・・・・680円

〈国内産〉牛モモ
ステーキ用
（100g当り）・・・・・・・・680円

にぎり寿司セット
（24貫）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円

本まぐろ入り
刺身盛合せ
（6点盛）・・・・・・・3,980円

手巻き寿司
（5本・1セット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円

懐石風刺身盛合せ
（6点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛切落し
（100g当り）・・・・・・・・540円
【デリカ味彩】
彩りしんじょの
かに風味あんかけ
（5個）・・・・・・・・・・・・・・・・・299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
明治 北海道十勝まろやかヨーグルト
（78g×４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【東信水産】〈チリ産〉
ふり塩銀鮭
（養殖／1切）・・・・・158円
〈栃木県産〉
とちおとめ（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
お1人様2点・先着100点限り

22 木

マルコメ 京懐石（650g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299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】
〈日本・太平洋産他〉めばちまぐろブツ切り
（120g入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

〈愛媛県産他〉
キウィフルーツ（4個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈熊本県産〉グミニー
ミニトマト（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

雪印メグミルク
メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）・・・・・・179円

お1人様2点・先着100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

●〈メキシコ産〉
輸入アスパラ（1束）

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6本・先着1200本限り

●〈埼玉県産他〉
きゅうり（2本）

99円均一セール99円均一セール青 果

3/21祝
水オープニング特価

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・837円

【たごさく】
あかつき弁当
（1人前） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

【たごさく】赤飯
（200g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151円

【麻布あさひ】野菜つくね
（1本） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,383円

【京樽】花かざり
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　670円
【みずの】塩大福
（5個入）

・・・・・540円

【本髙砂屋】
桜エコルセ
（8枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

【龜屋】
小江戸の心 桜
（4個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・675円

【文明堂】
さくらカステラ
（5切入）

1,728円

【菓匠 
清閑院】
桜花抄
（8個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【東京 凮月堂】
桜ラングドシャ
（12枚入）

・・・・・・・・・1,080円

【中央軒煎餅】
花色しおん
巾着袋
（10袋入）

・・・・・・・・・・・324円

【モロゾフ】
アルカディア 桜
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円から
【北京飯店】中華オードブル
（S～LL） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,042円

【フロ プレステージュ】
苺の春色チーズタルト
（1ホール）

お刺身・お寿司

卒園・卒業
パーティ特集

日替りうまいもの

ステーキ・焼肉

その他、お弁当からスイーツまで、おすすめの美味を揃えました。

オードブル・
お惣菜

【デリカ味彩】の

【東信水産】 【東信寿司】 【肉処せんや】

●3月21日（水・祝）～25日（日）
●地階＝食料品

とっておきのごちそうで
晴れの日のお祝いを。

●3月21日（水・祝）～25日（日） ●地階＝名店

咲きほこる春色の美味を、心ゆくまで。

※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。

先着100点限り

21祝水

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
【なごみの米屋】ぴーなっつ最中
（8個入） 先着30点限り

お1人様6本（1ケース）限り

22木

23 金

横浜鶏卵 赤玉ミックス
（8個入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

【肉処せんや】〈国内産〉若どりムネ肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65円

【東信水産】〈長崎県産他〉アジ干物
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150円

〈静岡県産他〉
レタス（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

マルちゃん 赤いきつねうどん
（96g）・緑のたぬき天そば（101g）
（各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各108円

お1人様5点・先着200点限りお1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　761円
【船橋屋】くず餅
（24切入）

23金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　972円
【香雲堂本店】古印最中
（7個入）

24土

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　864円
【乃が美】「生」食パン
（1本・2斤）

25日

先着40点限り 先着40点限り 先着100点限り

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

お1人様1点・先着200点限り



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。 

入間店は、4月2日（月）まで
休まず営業いたします。

暮らし、素敵に。                     まるひろ入間店

ア ン テ ナ ショップ 特 集

東 北 名 産 品 特 集 特 別 出 店

◆3月21日（水・祝）～27日（火）
◆1階＝ハンドバッグ／婦人靴

Shoes&Bag
BARGAIN 婦人春の靴・バッグバーゲン

北海道新幹線開通
2周年記念企画北海道＆東北うまいものフェア◆3月21日（水・祝）～27日（火）

〈最終日は午後4時終了〉

◆地階＝特設会場

3月27日（火）までの期間中、
別館1階〈ワッツ〉のお買上げレシートを
対象ショップにお持ちいただくと、店舗にて
各種サービスが受けられます。

◆2階＝レリアン
〈レリアン〉3月コレクション

◆3月24日（土）・25日（日） 
　午前10時～午後4時
◆1階＝正面入口前

未就学児のお子様
中心に車内で遊べる
バスが来店します。
無料で遊べます。
是非ご利用ください。

おかげさまでレリアンは、今年創業50周年を迎えます。
創業記念モデルなど、春色に装う艶やかな

コレクションが揃いました。

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

車内▶

成人式紋服のご予約も承ります。

❶草履・バック・足袋プレゼント
❷袴レンタル割引券プレゼント
　（卒業時年度使えます）

「あそびばす」がやってくる。〈ワッツ〉100円ショップオープン記念協賛

北 海 道・東 北●厳 ●選 駅 弁 特 集 ◆3月21日（水・祝）～25日（日）

ご当地グルメ

山丁長谷川商店北海道 あおもり北彩館青森県 秋田ふるさと館秋田県 いわて銀河プラザ岩手県

岩手県

宮城県

岩手県 福島県宮城県 宮城県岩手県

宮城ふるさとプラザ宮城県

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
函館がごめとろろ
（35g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
いかめし
（2尾入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
焼鮭荒ほぐし
（180g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・775円
パティシエのリンゴスティック
（5個入）

・・・・・・・・・・・・・・・540円山菜にしん（250g）
1,080円しじみのみそ汁（8食入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263円
仙台麩 小
（２本入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260円
吟熟めん 白石温麺
（９０ｇｘ４束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円
ふかひれ濃縮スープ
（200g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円

【函館本線・旭川駅】
蝦夷わっぱ
（1食）

・・・・・・・・・・・・3,600円

【中村家】
三陸海宝漬
（冷凍／350g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

【かんのや】
家伝ゆべし
（6個入）

41,040円振袖レンタル代

・・・・1,261円

【白松がモナカ本舗】
白松がモナカ（胡麻×4・大納言×3・
大福豆×3／10個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・314円

【かまぼこの鐘崎】
笹かまぼこ大漁旗
（90g・1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【松栄堂】
ごま摺り団子
（8個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円

【宗谷本線・稚内駅】
うに壺
（1食） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,250円

【奥羽本線・米沢駅】
牛肉どまん中
（1食） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050円

【東北新幹線・仙台駅】
網焼き牛たん弁当（加熱式）
（1食） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円

【東北新幹線・仙台駅】
牡蠣と炙り煮あなご弁当
（1食）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【リアス海藻店】
三陸わかめ
（200g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【伊達のいわし】
いわしハンバーグ
（8枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・556円
きりたんぽ（比内地鶏スープ付／
2～3人前）

565円稲庭つるつる饂飩（350g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・358円ぬれ小餅（155g）

・・・・・540円
横手やきそば
（150g×2）

ご当地グルメ

・・・・・・・・594円
八戸せんべい汁
（4人前）

ご当地グルメ

378円せんや久助（しょうゆ／200g入・1袋）

・・・各270円
前沢牛らーめん（120g）・秋刀魚
らーめん（128g）（各1個）

389円サバのオリーブオイル漬け（170g）

・・・・・・・・・・378円
いわて盛岡冷麺
（324g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円婦人バッグ各種 ・・・・・・・・・・・・・・・5,400円トラベルバッグ各種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から婦人靴

◆3月30日（金）～4月8日（日）
◆3階＝レンタル
　コーディネイト マイム

2019・2020年
成人式振袖レンタルご予約会
予告

・・・・うれしい特典・・・・

※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。
※交通事情・天候の都合により入荷が遅れる場合もございます
のでご了承ください。 ※数に限りがございます。

3月24日（土）・25日（日）限定販売

※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。   ※交通事情・天候の都合により入荷が遅れる場合もございますのでご了承ください。

※写真は一例です。

子供服1,080円以上お買上げの
お子様連れのお客様に「風船またはシール」を
差しあげます。 ※数に限りがございます。

1階＝エニィファム

6階＝山野楽器 楽器小物が10％OFFでご購入
いただけます。

ポテト（Sサイズ）が100円1階＝モスバーガー


