
まるひろ
Mクラブカード
会員様

12/14□限り金 食料品 ポイントフェア 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」

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

2018

12/12水

★12月25日（火）まで ★各階にて開催

★2階＝レリアン

,
18 　Maruhiro

ChristmasFair,18 まるひろ クリスマスフェア

年末年始の華やかなシーンにおすすめの
スタイルをご提案いたします。

〈アンデルセン〉
芸北りんごのキャラメルシュトレン

ハーバリウム ワークショップ

2,160円

芸北りんごを、レーズン、アーモンド入りのスパイス香る
生地で、キャラメルとともに巻きこみました。

【地階＝食料品】

お好きな花で大人気のハーバリウムを作って
みませんか？クリスマスインテリアにお使いください。
新年向けのアレンジもご紹介いたします

〈ELLE〉
2wayバッグ
・・・・・・・・・・13,824円

柔らかい質感が心地よく、
アクセサリー感覚で
使用できる
エコファーバッグ。

【1階＝ハンドバッグ】

〈組曲〉MOON フェザールートートバッグ
（表地：毛、中綿：ダウン・フェザー）・・・・・・・・11,880円

〈組曲〉と英国〈MOON社〉と〈ルートート〉が
トリプルコラボした特別なバッグです。

【1階＝組曲】

K18 ダイヤ入りオープンハートペンダント
（D0.055ct×2／全長約38cm）・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

K18 オープンハートピアス・・・・・・・・・・32,400円

心躍るクリスマス、
特別な日を彩るジュエリーを多数取り揃えました。

【2階＝宝飾サロン】

〈スコッチハウス〉カシミヤ混雪柄セーター
（羊毛45％・レーヨン25％・ナイロン25％・カシミヤ5％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円

シルクジャガード編みで暖かく、カシミヤ混ならではの
柔らかい肌触りが特徴です。

【3階＝紳士カジュアル】

〈レリアン〉
クリスマスコレクション

★12月15日（土） 午前11時から
★1階＝エントランスホール

★12月22日（土） ★受付時間：午前11時～午後3時
★6階＝エスカレーター前 ※材料がなくなり次第終了
★参加費：1,700円～2,200円
※使用するガラスビンにより価格が異なります。

大人も子どももみんなで楽しめる
クリスマスコンサートを開催します。

年末に必要なキッチングッズなど
産地直送ならではの品物を
豊富にご用意いたしました。

出演
★ヤマノミュージックスクール
入間講師
★アンサンブル フィヤージュ
★鼻笛　ハナミズキの会
★ルルド音楽院
★豊岡高等学校音楽部

まるひろ入間店
クリスマスコンサート

Present お買上げいただいたお客様に「カレンダー」を
差しあげます。※数に限りがございます。

※写真は一例です。

※写真は一例です。※写真はイメージです。

観覧
自由

予告

予告

予告 文具バーゲン
◆12月19日（水）～

2019年 1月14日（月・祝）まで
◆6階＝特設会場

金物道具祭り
◆12月12日（水）～17日（月）

〈最終日は午後4時閉場〉
◆6階＝レストラン街特設会場

定番の文房具、事務用品や
人気のキャラクターグッズなどが

70～30%OFF！〈カスタム
バランス〉
インソール
（22.0～28.0cm）

・・・9,180円

さをり織り展

あなただけにフィットするインソールを成型します。
個性豊かなジャケットや
バック・帽子・小物など
多数取り揃えて
展示販売いたします。

※写真はイメージです。

◆12月12日（水）～17日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉
◆1階＝エンジョイスペース

〈銀座ヨシノヤ〉
カスタムインソール販売会

◆12月12日（水）～18日（火）
◆1階＝銀座ヨシノヤコーナー

足のお悩み相談会
◆12月17日（月） 正午12時～午後6時

◆1階＝銀座ヨシノヤコーナー
●日本シグマックス（株） 野川 勝巳氏来店

予告



※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。　

◆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

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

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」

12月14日（金）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

食料品
※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12/14□金限り

※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。
※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかとなります。
※対象商品は一部除外もあります。詳しくは係員におたずねください。

■12月25日（火）まで 
■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。
　 ※対象売場は販売員におたずねください。

キャンペーン

期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用になる
場合、分割手数料はまるひろが負担いたします。

スターカード（リーダース・チェリー）、
まるひろMクラブカード［クレジット機能付］、
アトレMクラブカード

まるひろ分割払い無金利開催無金利！
期間限定！！ 手数料はまるひろが負担します。 

キャンペーン対象カード

※写真はイメージです。

15土 ●16 日

【東信水産】本まぐろ
食べ比べセット3点盛
（大トロ・中トロ・赤身／

1パック）・・・・・・・・1,280円

【肉処せんや】
〈国内産〉
和牛小間切
（100g当り）・・・・・・・・・498円

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

【塩干コーナー】
〈ロシア産他〉塩数の子
（1パック）・・・・・・・・・・・・999円

【サイボクハム】
ポークウィンナー
（216g）・・・・・・・・・・・・・・・・678円

赤羽商店 
瀬戸内産寿司焼海苔
（24枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

【デリカ味彩】
やわらか豚ヒレカツ
（5枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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5割引

JA全農たまご 
実りの赤たまご
（10個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【米工房】
新潟県産 コシヒカリ
（5kg・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,538円
〈熊本県産〉トマト
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信水産】
〈広島県産〉加熱用
カキ（100g当り）480円

【肉処せんや】〈国内産〉
牛ロースうす切
（100g当り）・・・1,080円

【デリカ味彩】ムラサキ
いかのまるごと唐揚げ
（100g当り）・・・・・・・・199円

【塩干コーナー】
〈鹿児島産他〉うなぎ
長焼き（1尾）1,680円

【サイボクハム】
あらびきウインナー
（145g）・・・・・・・・・・・・・・・528円

ネスカフェ ゴールド
ブレンドスティック
（28本入）・・・・・・・・・・・・359円

中華点心セット
（1パック）・・・・・・・・・・・・378円

中華惣菜3点盛り
（1パック）・・・・・・・・・・・・538円

特製中華弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円

各日お1人様2点・先着100点限り

13 木

〈栃木県産〉とちおとめ（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円お1人様2点・先着100点限り

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭切身（養殖／1切）158円
【肉処せんや】〈国内産〉豚ロース
うす切り（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・228円

アサヒコ 昔あげ
（2枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

キッコーマン うちのごはん
（肉じゃが・白菜のうま煮／各1個）139円

〈北海道産〉かぼちゃ（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49円お1人様2点・先着200点限り

【東信水産】〈北海道産〉
生たら切身（100g当り）・・・・・・・・280円

【サイボク】豚ロース味噌漬け
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・443円

【デリカ味彩】
南部どり唐揚げ（100g当り）199円

【肉処せんや】〈大分県産〉
豊後どりモモ肉（100g当り）168円

キッコーマン 濃いだし本つゆ
（1ℓ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259円
明治 おいしい牛乳
（900㎖・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229円

14金

12/12水

●〈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

●〈茨城県産他〉はくさい（1/2カット）
お1人様2点・先着100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〉きゅうり（2本）
お1人様4本・先着600本限り

青
果

ポイント食料品

【京都祇園ボロニヤ】
デニッシュ食パンプレーン
（1.5斤・1本）・・・・・・・・・・756円

先着30点限り 先着40点限り

日替り
銘菓＆パン
特集

◆12月12日（水）～
16日（日）

◆地階＝名店コーナー

【北京飯店】開店2周年記念セール ◆12月16日（日）まで
◆地階＝北京飯店

◆地階＝名店
クリスマスケーキ
ご予約承ります。 ◆地階＝名店

ご予約承ります。

12月14日（金）までご予約受付 ご予約受付 12月22日（土）まで

99円均一99円均一

入間店100セット限定 お１人様１セット限り

今月は
15日（土）
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。
※上記、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。

サークル
登録受付中！

1割
お得な

◆12月12日（水）
◆6階＝バンケットホール ◆定員：50名様

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

「閉塞性動脈硬化症（足の動脈硬化）」
～治療の実際～
●講師：臨床工学技士 早船 智氏

●埼玉 石心会病院

「高齢者は特にご用心！」
～重症化する肺炎～
●講師：集中ケア認定看護師 福里 大輔氏
■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～午後2時30分

第2部 午後2時30分～午後3時

水
12

【コーナーポケット】
八ヶ岳のメープルパン
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

木
13

【塩瀬総本店】
志ほせ饅頭
（9個入）・・・・・・・・・・・1,188円

先着40点限り

金
14

【船橋屋】
くず餅
（24切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・761円

先着40点限り

土
15

【香雲堂本店】
古印最中
（7個入）・・・・・・・・・・・1,080円

先着40点限り

日
16

4,320円

〈新宿高野〉
フレーズロゼ
（直径約15cm）

⬅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。
・・・11,880円

【京都 野村】
ゆく年くる年（34品目 
2人前／13.5×27×4.9cm×
1段／13.5×13.5×4.9cm×
2折）

リニューアル

NEW


