
まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。 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」

12/5 水

2018

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

◆地階＝食料品替 り 特 価日生活応援 プライス 食料品 まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※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。

まるひろMクラブカードは、
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」
左記期間中は「100円（税抜）のお買物で
通常の1ポイントに、プラス2ポイント」

まるひろMクラブカード会員様

※ポイントは本体価格で計算させていただきます。※一部除外品もございます。 ※他の割引ご優待との併用はできません。 ※詳しくは係員におたずねください。 

ポイントフェア食料品12/8□土 9□日・ 限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各199円
おみそ汁の大革命 野菜いきいき 
その1・その2（各3食入）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
【東信水産】〈淡路島産他〉ちりめんじゃこ
（80g入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　399円
〈熊本県産〉トマト
（1袋）

399円

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
キウィフルーツ（グリーン）（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円

【肉処せんや】
〈国内産〉若鶏もも角切り
（100g当り）

・・・・・・・・・・・580円

【東信水産】〈香川県産〉
オリーブぶり刺身
（養殖／1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5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・・・・・・・・・・各179円
キユーピー マヨネーズ（350g）・
ハーフ（300g）

・・・・・・・・・399円
【デリカ味彩】広島県産
カキフライ（7個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　99円

【塩干コーナー】
〈ノルウェー産〉塩さばフィーレ
（1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円

【肉処せんや】
〈国内産〉和牛小間切
（100g当り）

9日8土 ●

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円
丸美屋 麻婆豆腐の素
（甘口・中辛・辛口／各162g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円
【デリカ味彩】手羽先黄金焼き
（4本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・228円
【肉処せんや】〈国内産〉豚ロースうす切り
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円
〈青森県産他〉サンふじ
（3個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100円
〈長野県産他〉えのき
（約200g入）

7金6 木

1,580円
〈スペイン産〉天然本まぐろ中トロ
柵（解凍／100g当り）

お1人様2点・先着300点限り

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100点限り

限り ポイント食料品

12/5水

ポイント
【東信水産】は12/7●限り金
まるひろMクラブカード

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ
（1袋）

お1人様2点・先着100点限り

●〈茨城県産他〉はくさい
（1/2カット）

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4本・先着600本限り 先着200点限り

●〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本）99円均一99円均一

※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。

〈エニィファム〉コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

フードを取り外し、すっきりとしたVネックコートにもなる
キレイなカラーリングのウールコートです。

※割引クーポンは10,800円以上
お買上げでご利用いただけます。

※写真はイメージです。

青 果

お1人様2点・先着100点限り

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）

・・・・・・・・・・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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
【東信水産】〈香川県産〉オリーブぶり切身
（養殖／2切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　399円

〈愛媛県川上産〉
（糖度センサー選別）ノーワックスみかん
（Lサイズ／1袋）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛肩ロースうす切り
（100g当り）

各日お1人様2点・先着100点限り

各日お1人様2点・先着200点限り

おせちの電子カタログは
こちらからご覧いただけます。➡

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

【京都 野村】
「金閣」
和風三段重
（41品目

約3～4人前／

21×21×4.6cm×3段）

オープニングスペシャルセール

★12月25日（火）まで ★各階にて開催

,
18 　Maruhiro

ChristmasFair
,18 まるひろ クリスマスフェア

【1階＝エニィファム】

〈ラコステ〉
紳士カジュアルベルト
（牛革／日本製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各8,100円

ロゴが特徴的な
一枚革のカジュアルベルトです。

【3階=紳士雑貨】

〈シチズン〉クロスシー
（球面サファイアガラス・5気圧防水）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84,240円

女性の肌を美しく見せる
「サクラピンク」、シチズンだけの
特別な色。軽くて肌にやさしい、
スーパーチタニウム使用。

【2階＝時計】

〈コムサイズム〉
マフラー
グローブ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円

柔らかくふくらみのある糸を使用
したチェック柄マフラー。
ファーがポイントのグローブは
タッチパネル対応です。

【1階＝コムサイズム】

〈ダコタ〉長財布
（イタリア製牛革）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各17,280円

スワロフスキー×イタリアンレザーが
クラシカルな美しさを放つ、
アクセサリーをまとったような
女性らしいデザインです。

【1階＝婦人財布】

〈フルラ〉ストール
（毛100％）・・・・・・・・・・・・・各10,800円

毛100％ならではのしなやかさと
暖かみを感じられる一枚です。

【1階＝婦人雑貨】

リュック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

〈鎌倉高野〉ハンドバッグ

クラシックな技法を用いて熟練の職人が1点1点
丁寧に仕上げたバッグです。

期間中、フォーマルウェアを
2着以上ご試着いただいた
お客様に
「粗品と割引クーポン」を
差しあげます。

◆12月5日（水）～11日（火）〈最終日は午後5時終了〉
◆1階＝エンジョイスペース

◆12月5日（水）～
　18日（火）
◆2階＝フォーマル

〈東京ソワール〉
ご試着
Ｗキャンペーン

期間中、
まるひろMクラブカード・
スターカード・友の会カードを

ご提示のお客様

10%OFF

■　おせち配送承ります。（埼玉県内のみ）■　おせち配送承ります。（埼玉県内のみ）

※お品代はご予約の際、または12月22日（土）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。

12月31日（月）の配送も承ります。（送料税込756円）

ご予約承ります。
◆地階＝名店

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〉
※7階＝特設会場にてお渡しします。

スポーツアウトドアバーゲン
50～30%OFF

◆12月5日（水）～10日（月）〈最終日は午後4時閉場〉
◆6階＝レストラン街特設会場

■スポーツ

■アウトドア

参加ブランド

紳士・婦人 肌着・ナイティバーゲン同時開催

※写真は
一例です。

〈福助〉
足袋のタビックス
（22～24cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
（24～26cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

冬の足元の寒さ対策にぴったりな、
足袋の中に履く「足袋下」です。
断熱性が高い表糸を使用し
保温性バツグンで、靴下のなかにも
履けます。

〈東京ますいわ屋〉
冬のおすすめグッズ

◆2階＝呉服

※写真は
イメージです。
※写真は
イメージです。

彩の国から冬の贈り物 2018 まるひろのお歳暮

お歳暮ギフトセンター
好評開設中！

◆12月17日（月）まで ◆7階催場
◆12月18日（火）～21日（金） ◆6階催場
    〈最終日は午後4時閉場〉

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。Kobaton



◆12月5日（水）～11日（火）
◆飯能店 5階・東松山店 4階・
　入間店 3階・上尾店 4階・
　坂戸店 3階 各店リビング売場

まるひろ
各店

共同企画

クリスマスジュエリーフェア

12/11□火 まで

きらめく、冬のエレガンス。

Christmas
Jewelry
Fair

※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。※写真は全て一例です。

各店・営業時間

入間店・上尾店
午前10時～午後7時30分

坂戸店
1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

飯能店・東松山店
午前10時～午後7時

『Mクラブカード』会員様へ

平成30年2月末日までに積み立てられた
ポイントは、本年12月末日までに
ご利用をお願いいたします。

●お問合せ
各店 各階＝
まるひろ
Mクラブカウンター

ご利用いただけない
ポイントは平成30年

12月末日の
営業時間終了後に

無効となります。
ご了承くださいませ。

こ
の
部
分
で
す
。←3

おトク

2019.1月、まるひろスターカードデビュー！

1月～12月のお買上げ合計によって、翌年のポイント
付与率が変わります。

ポイント付与
最大 10%！

初年度

無料！年会費2
おトク

おトク

1
カード提示で有料駐車場 さらに1,000円

お買上げで
4時間無料。無料！2時間

年間お買上げ総額に応じてポイント
付与率アップ！ ●サービス開始：2019年1月2日（水）から

●年会費：1,000円＋消費税。
次年度以降クレジットカードのご登録
  口座よりお引き落しさせていただきます。
●承り場所：
  各店 各階=Mクラブカウンター

※アトレマルヒロは
　対象外となります。

※対象外売場・商品がございます。

※JCB、アメリカンエキスプレスは対象外
　となります。

 500円分
プレゼント！

まるひろスターカード
Visaご入会で
クレジット払い
専用お買物券

新会員
募集中

■ SV／K14無調色パール
ネックレス・イヤリングセット
（真珠径8.5～9.0mm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,000円

■ SV黒蝶パール
ネックレス（真珠径12.0mm／
約42cm＋アジャスター約5cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

腰に優しい固わたや、軽量タイプなど、体の負担を配慮しました。

お買上げレシートより
 印部分をご確認ください。

高い保温力、吸放湿性。満足度№1のおすすめ品。

あったか冬の
〈東京西川〉羽毛布団（ウクライナ
マザーシルバーグースダウン93％（1.2kg）／

側地：綿60％・ポリエステル40％）

75,600円【寝具】

※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。

1,620円

割烹着各種 〈昭和西川〉
ホテルモード
ピロー（側地：
ポリエステル100％、
詰物：ポリエステル
100％／約63×43cm）

〈昭和西川〉
羽毛掛けふとん
（フランスホワイト
ダックダウン85％
（1.2kg）／側地：
ポリエステル85％・
綿15％）

各店30点限り

各店10点限り

オ
ー
プ
ニ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス

12
月
5
日（
水
）限
り

【家庭用品】

1,500円 各店5点限り

25,000円【寝具】
【寝具】

〈東京西川〉軽量羊毛混敷ふとん
（側地：綿100％／詰物：上層部ウール50%・
ポリエステル50%（0.7kg）下層部ポリエステル100%
（0.7kg）中芯プロファイルウレタン／100×210cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円【寝具】

〈昭和西川〉
4層固わた敷ふとん（上層・下層：毛50％・
ポリエステル50％／4.7kg／100×210cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円【寝具】

腰に優しい固わたや、軽量タイプなど、
体の負担を配慮しました。

〈昭和西川〉スーパーマイクロ
パッドシーツ
（表側：ポリエステル100％）

（シングルサイズ）

（セミダブルサイズ）

（ダブルサイズ）
【寝具】

・・・・・・・・・・・・3,240円
・・・・・・・・4,320円

・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

ふっくらと、
軽く滑らかな
肌触り。

〈東京西川〉
アクリルニューマイヤー
毛布（パイル糸（毛羽部分）
アクリル100%、
地糸ポリエステル100%／
国産泉大津製）・・・・・5,400円

【寝具】

■ K18ダイヤリング
（ダイヤ計0.50ct）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108,000円

■ K18ダイヤピアス
（ダイヤ計0.20ct）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

■ K18ガーネットネックレス
（約40cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

　〈東京西川〉羽毛布団
（ウクライナシルバーグースダウン90％

（1.2kg）／側地：リヨセル70％・ポリエス

テル30％）・・・・・・54,000円【寝具】

　〈昭和西川〉羽毛掛けふとん
（ハンガリーホワイトダックダウン90％

（1.2kg）／側地：綿75％・ポリエステル25％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円【寝具】

　〈昭和西川〉
あったか掛けカバー
（吸湿発熱生地使用／

150×210cm）

・・・・・・・・・・・・・・4,320円
【寝具】

〈東京西川〉吸湿発熱
パッドシーツ（ポリエステル100％／
シングルサイズ）3,240円【寝具】

〈東京西川〉リバーシブル
パッドシーツ（ポリエステル100％／
シングルサイズ） 4,320円【寝具】

1,800円

赤絵 絵変わり
和皿揃
（波佐見焼／

直径16cm）

各店10点限り

【食器】

● 飯能店・東松山店・坂戸店：3階／
 入間店：2階 各店宝飾サロン
※上尾店はお取扱いがございません。

※写真は
イメージです。


