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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10/31水

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

【福島県・かんのや】
家伝ゆべし
（6個入）

・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【栃木県・香雲堂本店】
古印最中
（7個入）

10/31●水 11/1●木 2●金 3●●土祝 4●日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・556円

【埼玉県東松山市・富久屋】
牡丹団子 ごまだれ味
（3本入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・556円

【埼玉県東松山市・富久屋】
牡丹団子 みたらし味
（3本入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,101円

【千葉県・なごみの米屋】
栗むし羊羹
（1本）

・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【千葉県・なごみの米屋】
ぴーなっつ最中
（8個入）

・・・・・・・15,120円

〈東京西川〉
ファインスムーズ備長炭まくら
（70×43cm／かため／高・中・低）

・・4,860円
プリザーブド
フラワー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

いのしし親子 
～うりぼうとお母さん～

・・・・・・・・・・・・・1,620円から
ハーバリウム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【石川県・音羽堂】
加賀 紫雲石
（4個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

【山梨県・コーナーポケット】
八ヶ岳のメープルパン
（1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

【福島県・柏屋】
薄皮饅頭（つぶ・こし／
各5個入）

・・・・・・・・・・・・・・・864円

【埼玉県・乃が美】
「生」食パン
（2斤・1本）

日替り うまいもの市 ◆地階＝特設コーナー

秋のクラフトバザール
◆10月31日（水）～11月6日（火）

〈最終日は午後5時閉場〉
◆1階＝特設会場

まくらの無料相談会
◆10月31日（水）～11月6日（火）

◆3階＝寝具

〈ハウスオブローゼ〉
ANOTE KONOTE新発売

◆3階＝ハウスオブローゼ

専門販売員が
お客様に合った
まくら探しのお手伝いを
いたします。

布クラフト

プリザーブドフラワー

■松原秀子

■石川響子

（手作りキット 2,160円）
※来年の干支の「いのしし」です。

,18　まるひろ　冬のファッション特集

カラフルな色とニット編地のボリュームのある
マフラーです。

8,100円

〈フラトリエ〉
ボヘミアン調
マフラー
（アクリル68％・
ナイロン23％・
毛9％／
日本製）

【1階＝婦人雑貨】

〈エニィファム〉ウィンターフェア 〈コムサイズム〉11月キャンペーン

【1階＝エニィファム】
・・7,452円・・17,280円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,384円コート（レディース）
18,360円ダブルフェイスチェックコート

【1階＝コムサイズム】

ウィンターファッション

■10月31日（水）
　～11月6日（火） 
■各階にて開催

年齢を問わず、
多くの人が感じている「手」の悩み。
伝承ハーブの恵と知恵を借りて、
あの手この手でいたわる

ハンド＆ネイルケアがリニューアル新発売。
店頭にてお悩みご相談お伺いいたします。

期間中、5,000円以上お買上げのお客様に「JTB旅行券」が
当たる抽選にご参加いただけます。

◆　　 11月3日（土・祝）～11日（日）予告 メンバーズカード 
ポイント3倍プレゼント！◆　　 11月1日（木）～4日（日）予告

（メンズ） （キッズ）

※数に限りがございます。
※混雑の際は整理券をお配りする場合がございます。

先着
30点
限り

先着
40点
限り

先着
36点
限り

先着
30点
限り

お1人様
1点限り

お1人様
1点・

先着150点
限り

先着
24点
限り

先着
30点
限り

先着
50点
限り

先着
24点限り

つぶあん

先着
36点限り

こしあん



※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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円
〈茨城県産〉れんこん（100g当り）

10/31水

11/1木 2金 3 祝土 ・4日

432円

【塩干コーナー】〈アメリカ・ロシア産〉
鳴海屋 あごだし明太子
（100g入・1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【デリカ味彩】彩りしんじょの
かに風味あんかけ
（5個） ・・・・・・・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 ・・・・・・・・・・・・・・199円

紅葉堂 
切落しカステラ
（3切入）

・・・・・・・・・・・・・・・・528円

【サイボク】
あらびきウインナー
（145g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【デリカ味彩】
広島県産 カキフライ
（7個） ・・・・・・・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 199円

はごろも 
シャキッとコーン
（3缶入・1パック）

・・・・・・・・・580円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛モモうす切り
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円

【東信水産】〈宮城県産他〉
生サンマ
（2尾） ・・・・・・・139円

明治 ブルガリアヨーグルト
LB81（プレーン・脂肪0／
各400g・1個） ・・・・・・・・・199円

味の素 
さらさらキャノーラ油
（1kg・1本）

●〈新潟県産〉エリンギ
（1パック）

●〈青森県産〉国産にんにく
（1個）

●〈青森県産〉泥ごぼう（カット）
（1袋）

（1点100円）

青 果
280円よりどり

3点
●南部どりチキンナゲット
（5個）
●むかしのコロッケ
（3個）
●海鮮しゅうまい
（4個）

（1点159円）

【デリカ味彩】
299円よりどり

2点
●信州ハム 
　軽井沢ロースハム
●信州ハム 
　軽井沢ベーコン
●信州ハム 
　軽井沢ウインナー

（1パック430円）

【肉処せんや】
1,080円よりどり

3パック
●〈静岡県産他〉
かつおたたき刺身（1パック）
●〈日本船・太平洋産他〉
まぐろ切落し（1パック）
●〈愛媛県産他〉
鯛刺身造り（養殖／1パック）

【東信水産】

1,080円よりどり
2パック

●中村屋 インドカリー
（ビーフ・チキン・ベジタブル）
●キユーピー テイスティドレッシング
（イタリアン・黒酢たまねぎ／各1本）
●森永 ホットケーキミックス
（600g）

（1点259円）

乾 物
500円よりどり

2点
●紀文 揚ボール（110g）・
つみれ（4個入）
●明治 ブルガリアフルーツ
ヨーグルト（75g×4）
●マルちゃん 焼そば
（150g×3食・1袋）

（1点159円）

日 配
300円よりどり

2点

599円

〈長崎県産〉
味まるみかん
（Mサイズ／1袋）

今週のおすすめ
フルーツ

・・・・・・・・・680円

〈香川県産〉
オリーブぶり刺身
（1パック）

鮮 魚
予告

まるひろ航空祭フェア
◆11月3日（土・祝）
◆1階＝エントランス 午後7時終了

◆10月31日（水）～11月4日（日）
◆地階＝青果／東信水産

航空祭の開催に合わせまして、
軽食や航空自衛隊関連グッズの
特別販売会を開催します。

航空祭関連グッズ販売会

ご自分の名前が
入れられる
入間店限定
コラボチャームです。

帽子（ブルーインパルス）・・・・・・・2,700円
ブルーインパルス
お名前チャーム900円

T-4 リアルサウンド・・・・・・・・・・・1,500円
入間基地カレー（200g・1人前）400円

入間基地狭山茶コーラ
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） お1人様4本・先着800本限り

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・398円
【東信水産】〈チリ産〉銀鮭
西京漬け（養殖／2切）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
【デリカ味彩】豚ヒレカツ
（5枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229円
明治 おいしい牛乳
（900mℓ・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
マルコメ 京懐石
（650g）

399円
〈熊本県産〉夢未来みかん（Mサイズ／
1袋） お1人様2点・先着100点限り

168円
【肉処せんや】〈国内産〉豚モモ肉
切落し 鍋物用（100g当り）

680円
【東信水産】〈日本船・太平洋産他〉
まぐろ切落し（約140g入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・559円
紀文 紀文の季節
（12種22品・1パック）

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
〈秋田県産他〉早生ふじ（3個）

各日お1人様6点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49円
〈北海道産〉かぼちゃ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・496円
【肉処せんや】〈国内産〉黒毛和牛
小間切れ（100g当り）

580円
【東信水産】〈日本船・太平洋産他〉
めばちまぐろ（解凍／約120g入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
【デリカ味彩】ふっくら真あじの
大葉フライ（8個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・678円
【サイボク】ポークウインナー
（216g）

・・・・・・・・1,780円
【塩干コーナー】〈鹿児島県産〉
うなぎ長焼き（1尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,580円
【東信寿司】本まぐろ入握り寿司
（10貫）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・359円
紀文 肉まん・あんまん
（各3個入）

・・・・・129円
日清 カップヌードル（しょうゆ・
シーフード・カレー／各1個）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,268円
アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶）

●〈新潟県産〉まいたけ
（1パック）お1人様2点・先着200点限り

各日お1人様3点・先着60点限り

各日お1人様3点・先着60点限り

各日お1人様3点・先着60点限り

●〈長野県産他〉はくさい
（1/4カット）お1人様2点・先着100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

オープニングスペシャル特価

99円均一99円均一青 果

各日お1人様2点・先着200点限り

食料品価値アリ必
見！ ■10月31日（水）～11月4日（日）

■地階＝食料品よりどりセール

※写真はイメージです。

入間基地航空祭 2018 開催記念


