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10/10水入間店 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

10月20日（土）・21日（日）の2日間 川越まつり開催に伴う川越市内交通規制により、まるひろ川越店の駐車場は、すべてご利用いただけません。
ご不便をお掛けいたしますが公共の交通機関をご利用くださいませ。

川越店からの
お知らせ

秋のトラベルフェア ◆10月16日（火）まで
◆各階にて開催

［スポーツ・アウトドア］

◆引取り期間：10月23日（火）まで
◆引取り場所：1階＝婦人靴・ハンドバッグ

婦人 紳士
靴・バッグ引取り
キャンペーン

お引取りした靴･バッグがエネルギーにかわります。

期間中、ご愛用いただいた靴・バッグをご持参いただくと、1点につき、靴・バッグ
売場でご利用いただける「500円のお買物券（3枚）」とお引換えいた
します。お1人様最大5点までお引取りいたします。

■お買物券ご利用方法
対象商品のお買上げで5,400円以上10,800円までで2枚、それ以降5,400円ごとに1枚ご利用
いただけます。
※セール品、修理代金等一部ご利用いただけない商品もございます。詳しくは売場係員までお尋ねください。

※お引取りできないものもございます。詳しくは売場係員へお尋ねください。

※期間中、右記対象ブラ
ンドの商品をお買上げの
お客様に通常の1ポイント
にプラス4ポイントおつけ
いたします。
※セール品は対象外となります。

■2階＝婦人服 ■3階＝紳士服まるひろMクラブ
カード会員様へ

まるひろMクラブカード

ポイントフェア4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

〈ヨネックス〉ウォーキング
シューズ各種（22.5～24.5cm）

【1階＝婦人靴】

旅の出会いや発見を足元からサポート。
軽量・機能性ウォーキングシューズです。

○B
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

〈カナナプロジェクト〉リュック
（28×26×14cm）

【1階＝ハンドバッグ】

ユリシリーズに新色マダーレッドが加わ
りました。デイリーから旅行までお使い
いただけます。

・・・・・・・・・・・・・19,440円

〈ジャックウルフスキン〉
ハンティングジャケット（吸汗速乾／
UVカット／防風機能付）

【3階＝紳士服】
・・24,840円

【3階＝紳士雑貨】

〈エレメントオブシンプルライフ〉
ライナーベスト付ブルゾン
（撥水加工付）

【3階＝紳士服】
・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円

○A 撥水加工を施したナイロン素材の軽量バッグです。

激しい気温の変化にも対応できる
ライナー付きの3WAYブルゾンです。

高い撥水性と摩耗性を備えた完全防風素材
により様 な々場面で活躍できるジャケットです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円

シャツ
・・・・・・・・・・・31,320円

〈マックレガー〉
ニットアウター

【2階＝婦人服】

秋を感じる色と旬を取り入れた、オッジ
らしいカジュアルの提案。心地よく、上質な
デイリークローズをご用意しております。

・・・・・・19,440円
カットアンドソーン
（ポリエステル100％）

・・・・・・・・・・・・・16,200円
パンツ（ポリエステル50％・レーヨン45％・
ポリウレタン5％）

31,320円
〈オッジ〉
コート（ポリエステル100％）

【2階＝婦人服】

季節の旅を
オシャレに楽しく！

Enjoy
Travel!

○A

○B

□〈エース〉紳士ショルダーバッグ
（W26×H19×D6cm）

→

Present　２３日（火）までの期間中、
〈マックレガー〉商品を27,000円以上お買
上げのお客様に「オリジナルボアポーチ」
を差しあげます。※数に限りがございます。
なくなり次第終了となります。

※＋4ポイントフェアは除外となります。

※＋4ポイントフェアは除外となります。

※パンツは参考商品です。

※＋4ポイントフェアは除外となります。



※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

◆地階＝食料品食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス※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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

奈良の老舗

〈池利〉

お買得市

セルフマート ベストセレクション ◆10月10日（水）～14日（日） ◆地階＝食料品

味の素 
クノールカップスープ
（ポタージュ・コーンクリーム）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各148円

にんべん 
つゆの素・白だし
（各1ℓ・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各399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・・・・・4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・・・・・3割引

アサヒコ 
昔あげ
（2枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

でん六 
小袋甘納豆
（225ｇ・１袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

クリスマスケーキ ご予約承ります。
◆ 地階＝名店

※お品代はご予約の際、または12月14日（金）までにご来店にてお願いいたします。
※数に限りがございますので、お早めにご予約くださいませ。

ご予約受付
12月23日（日・祝）・24日（月・振）〈各日午前11時から〉お渡し
12月14日（金）まで

ご予約承ります。◆ 地階＝名店・酒ギフト
ご予約受付
お渡し

12月22日（土）まで
12月31日（月）〈午前11時から午後5時〉

友の会会員・まるひろMクラブカード（クレジット付・スターカード）会員様は、
まるひろオリジナルおせち早期ご予約割引！
友の会会員・まるひろMクラブカード（クレジット付・スターカード）会員様は、
まるひろオリジナルおせち早期ご予約割引！

ハロウィン
デカかぼちゃ重量当てクイズ
◆10月10日（水）～16日（火） ◆地階＝食料品

地階エスカレーター横に展示してある大きなかぼちゃの
重さを予想してください。

抽選で5名様にお菓子（2,160円相当）を差しあげます。

10/10水 99円均一99円均一青果

お1人様4本・先着800本限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）

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2点・先着200点限り

●〈茨城県産他〉ピーマン
（1袋）

お1人様2点・先着300点限り

●〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ
（1袋）

【デリカ味彩】さんま竜田揚げ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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

タカノ おかめツインパック豆腐
（絹・木綿／各200g×2・1パック）・・・・・・・・・・79円

【東信水産】〈日本・太平洋産他〉めばちまぐろ
ブツ切り（約120g入・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

【肉処せんや】
〈国内産〉
若どりモモ角切り
（100g当り）128円

〈ニュージーランド産〉
キウィフルーツ
（グリーン）
（4個）・・・・・・・・・・・399円

11木 12金 13土・14日

お1人様2点・
先着100点限り

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

キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳（各1ℓ・1本）各189円

【塩干コーナー】
〈長崎対馬沖産〉
小木曽商店 真あじ開き
（上／2枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

【デリカ味彩】むらさきいかの
まるごと唐揚げ（100g当り）199円

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

【肉処せんや】〈国内産〉
牛ロースうす切り
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・・・3割引

【東信水産】刺身盛合せ
（6点盛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

河村屋 白菜漬（250g）・・・・・・・・・・・・・・・179円

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

【肉処せんや】大分県産
豊後どりモモ肉（100g当り）・・・・・・・・168円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛モモうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・580円
【サイボク】
ポークウインナー
（216g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・678円

【東信水産】〈日本・太平洋産他〉
めばちまぐろ柵
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・398円
【塩干コーナー】〈ロシア産〉
かねふく辛子明太子
（切子／100g当り）・・・399円

【デリカ味彩】
柔らか豚ヒレカツ
（5枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
ヤクルト ヤクルト
10本パック（65㎖×10本・
1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378円

日清フーズ マ・マー
スパゲティ（1.4mm・1.6mm／
300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円
ルーミック
ミートソース
（69g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【東信水産】
〈チリ産〉
銀鮭西京漬け
（解凍／3切）498円

【米工房】
新米 新潟県産
コシヒカリ（5kg・1袋）
・・・・・・・・・・・・・・2,538円

明治屋 
果実実感ジャム
（イチゴ・ブルーベリー・
マーマレード／
各340g）・・・・・・・279円

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49円

〈青森県産他〉
早生ふじ
（3個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

お1人様2点・
先着200点限り

各日お1人様6点・
先着300点限り

10月３１日（水）までのご予約で 10%OFF
11月３0日（金）までのご予約で 5%OFF

入間店100セット限定 お１人様１セット限り

今月は
15日（月）
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。

◆10月18日（木） 午後2時から
◆6階＝バンケットホール ◆定員：50名様

予告 参加
無料

大人のエンジョイサークル会員の方限定

大人のＥｎｊｏｙ健康講座

「正しい食品表示の見方 
 ～特定保健用食品とは？ カロリーオフ？～」
●埼玉石心会病院食のサービス部部長 管理栄養士 大川 清氏

「閉塞性動脈硬化症（足の動脈硬化）～治療の実際～」
●埼玉石心会病院臨床工学技士 早船 智氏
■応募方法：3階＝友の会カウンター前応募BOXに投函、または
　FAX（04－2966－0508）にてお申込みください。

第1部 午後2時から

第2部 午後2時30分から

おせち・ケーキの電子カタログはこちらからご覧いただけます。➡

◆10月10日（水）～
15日（月）
◆7階催場

 応募方法 食料品売場で1,080円以上お買上げの
お客様に応募券を1枚差しあげます。
かぼちゃの横に設置してある応募箱に
必要事項をご記入の上、ご投函ください。
※詳しくは売場係員にお尋ねください。


