
まるひろ
Mクラブカード
会員様

●入間店 次回店休日のご案内 2月5日（火）
※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。

1/9□限り水 食料品 ポイントフェア

2019

1/9 水
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）

入間店 営業時間：午前10時～午後7時30分

◆各階にて開催
1/9 15水 火

COAT&
BOOTS
コート＆ブーツ

BIG
バーゲン！

※写真は一例です。

各階にて開催！冬の売りつくし冬の売りつくしまるひろ
全 館
まるひろ
全 館

スペシャル3DAYS3連休にお届けする魅力のプライス、お見逃しなく！ ◆各階にて開催

12
土 【1階=婦人雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
婦人マフラー各種

30点限り

【2階=ウィークエンドスタイル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,240円
婦人コート各種

10点限り

【3階＝紳士・婦人肌着】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
紳士・婦人あったかボトム

各20点限り

【3階=家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
〈ピーコック〉ステンレスマグ
（350㎖／各色） 20点限り

【3階=家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
ティー・コーヒースプーン
5pcセット各種 30点限り

13
日 【1階=ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10,800円
ワニ革ハンドバッグ

5点限り

【2階=婦人服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　2,160円
婦人発熱カットアンドソーン

20点限り

【3階=紳士カジュアル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,400円
紳士ダウンブルゾン各種

20点限り

【2階=呉服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
福助 足袋

30点限り

【3階=家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　1,080円
ハンディミニチョッパー

20点限り

14
月 祝 【1階=婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円
婦人カジュアルシューズ各種

20点限り

【2階=ウィークエンドスタイル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15・・・・・・・・・　2,160円
婦人ニット各種

15点限り

【3階=紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,400円
〈エース〉紳士セカンドバッグ各種
（日本製／牛革） 10点限り

【3階=婦人肌着】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　700円
婦人あったか2枚組ショーツ

30点限り

【3階=寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円
羽毛ひざ掛け

20点限り

本日、1.9○
スタート！

水

【2階＝婦人服】

・・・・・・・・・・・・・・・・　10,000円婦人ダウンコート各種
【3階=紳士カジュアル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円紳士コート各種

【2階＝婦人服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,000円婦人中綿コート各種

【1階=婦人靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
婦人ロングブーツ各種

【1階=婦人靴】

・・・・・・・・5,400円
婦人ブーツ各種

予告

【3階=紳士カジュアル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円紳士コート各種

20点限り

20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。　

◆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

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」1月9日（水）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1/9□限り水

【崎陽軒】

※午前11時から午後2時までの
　販売となります。

成人の日特集

◆1月12日（土）～14日（月･祝）
◆地階＝特設会場

オープニング特価
10木 12土・13日11金1/9水

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

冷凍食品（一部除外品を除く）
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 5割引

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

〈埼玉県産他〉
長ねぎ（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159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）・・・・・・・・・・・150円
【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・540円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

近藤乳業 酪農牛乳
（1ℓ・1本）

永谷園 おみそ汁の大革命
（3食入）

・・・・・・・・・・・・・・・179円

婦人カシミヤニット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　5,400円

【デリカ味彩】やわらか豚
ヒレカツ（5枚）・・・・・・399円

【東信水産】〈愛媛県産〉
真鯛切身
（養殖／2切）・・・・・・・・・・・880円
【肉処せんや】〈国内産〉
豚ロースうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・230円

〈秋田県産〉（糖度
センサー選別）サンふじ

540円お1人様2点・
先着100点限り

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

タカノフーズ ツインパック豆腐
（200g×2・1パック）・・・・・・79円

【塩干コーナー】〈アメリカ産他〉
床屋 液漬け辛子明太子
（60g・1個）・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信水産】〈日本船・太平洋産他〉
めばちまぐろブツ切り
（約120g・1パック）・・・580円
【肉処せんや】〈国内産〉黒毛和牛
モモうす切り（100g当り）880円

〈熊本県産〉トマト（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円各日お1人様2点・先着100点限り

先着200点限り

各日お1人様3点・先着90点限り

各日お1人様3点・先着90点限り

各日お1人様3点・先着90点限り

丸美屋 麻婆豆腐の素
（甘口・中辛･辛口／162g）159円

雪印メグミルク ナチュレ恵
（400g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

【サイボク】スモークショルダー
スライス（100g・1パック）497円

【東信水産】本まぐろ入り
3点盛合せ（各3切）1,280円
【肉処せんや】
〈国内産〉牛肩うす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円

〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　99円お1人様2点・

先着300点限り

●〈茨城県産他〉はくさい（1/4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

99円均一99円均一青果

桃太郞の祭ずしプレミアム
（1食）・・・・1,380円

山陽本線・岡山駅

夫婦あなご飯
（1食）・・・・1,150円

山陽本線・広島駅

鹿児島黒豚角煮弁当
（1食）・・・・1,150円

九州新幹線・鹿児島中央駅【崎陽軒】
真空パックシウマイ
（15個入）・・・・620円

牛肉どまん中
（1食）・・・・1,250円

奥羽本線・米沢駅

峠の釜めし
（1食）・・・・1,080円

信州本線・横川駅

※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。
◆1月14日（月・祝）まで ◆地階＝食料品

※交通事情・天候の都合により入荷が遅れる場合が
　ございますのでご了承ください。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※ポイントサービスの対象外となります。
※各日午後6時までの販売となります。

※午前11時から午後2時までの
　販売となります。

　【東信寿司】
にぎり寿司（10貫）・・・・・980円
【肉処せんや】〈国内産〉牛ロース
ステーキ用（100g当り）・・・・・980円
【北京飯店】中華惣菜
3点盛り（1パック）・・・・・・538円

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

　【東信水産】
刺身6点盛
（各3切）1,080円

【麻布あさひ】匠のしょうゆ・
ゆずこしょう唐揚げ（100g当り）303円
【デリカ味彩】オードブル（小）
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

〈オー･メドック〉
CH・
レスタージュ･
シモン1999
（750㎖･1本）

・・・・・・3,240円

【フロ プレステージュ】
ミルクティのシフォン
（1ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,473円
【たごさく】赤箱（小）
（800g・4人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
【京樽】海鮮ちらし（1折）690円

699円1点 399円
よりどり2点

【塩干コーナー】

●沖縄産 ふっくらわかめ煮
（160g・1パック）

●高木屋 茎付き新芽わかめ
（150g・1袋）

●北海道産 時鮭切身
（真空／2切・1パック）

500円1点 199円
よりどり3点

青 果

●〈兵庫県産他〉レタス
（1個）

●〈愛知県産他〉ミニトマト
（1パック）

●〈長野県産他〉えのき
（約280g入）

300円1点 159円
よりどり2点

セルフマート

●ネスカフェ ゴールドブレンド
濃厚ミルクテラ・濃厚カプチーノ（9本入）
●キッコーマン うちのごはん
（豚じゃが・白菜うま煮）

●キッコーマン いつでも新鮮
しぼりたて生しょうゆ（200㎖）

299円1点 159円
よりどり2点

【デリカ味彩】

●平牧三元豚のメンチカツ
（2個入・1パック）

●昔のコロッケ
（3枚入・1パック）

●海鮮シュウマイ
（4個・1パック）

婦人カシミヤバーゲン
◆1月9日（水）～15日（火）〈最終日は午後5時終了〉

◆1階=エンジョイスペース

バレンタイン
◆1月23日（水）～2月14日（木）

◆1階=エントランス

3日間
限定

成人の日特集

食料品価値アリ必
見！

価値アリ必
見！ ■1月14日（月･祝）・15日（火）限定

■地階＝食料品 ※数に限りがございます。よりどりセール

有名駅弁と
うまいものフェア
有名駅弁と

うまいものフェア

1/9水 ポイントフェア食料品

12●～14●●土 月祝12●～14●●土 月祝 12●～14●●土 月祝 12●限定土 13●限定日 14●●限定月祝

（4個入）

NEWNEW

〈ゴディバ〉ゴディバ フェアリーケーク
アソートメント（6粒入）2,160円

〈デメル〉ソリッドチョコ猫ラベル
（ミルク／105g）

〈デメル〉ソリッドチョコ猫ラベル
（ミルク／105g）・・・・・・1,944円20点限り

カシミヤストール各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　3,240円20点限り

1/9○
オープニング
サービス

限定
お買得

水


