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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

※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。

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 次回店休日のご案内 2月5日（火）

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 ◆各階にて開催！
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機能肌着　機能寝具&
バーゲン

◆1月16日（水）～22日（火） ◆各階にて開催

ぽかぽかの肌着と寝具で朝までぐっすり快適に。

・・・・・・・・・・・1,059円

裏毛布10分丈
レギンス各種

・・・・・・・・・1,080円
・・・・・・・・・・・・・・・972円

ルームシューズ
各種
①
②

内側ふかふかで
あたたかく
やわらかい。
ゆったり履ける
10分丈
レギンスです。

高反発マットレスは優れた
クッション性と復元性を兼ね
備え自然な寝姿勢に導きます。

軽いのに心地良い
あたたかさ。
吸湿発熱素材が入った
掛けふとんです。

吸湿発熱素材を使用し、
柔らかくあたたかな着心地です。

肌ざわりが良く、
綿毛布1枚分の
あたたかさを持つ
掛けふとんカバーです。

発熱・抗菌防臭機能
をプラス。脱ぎ履き
しやすいスリッパ
タイプのあたたかい
ルームシューズです。

吸湿発熱素材の
パットシーツ。
冷え性の方に
おすすめです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,360円

　〈グンゼ〉婦人ホットマジック
インナー・トップス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各972円

　〈グンゼ〉紳士ホットマジック
ロングTシャツ・パンツ各種
（M・L） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

〈東京西川〉
吸湿発熱
掛け布団カバー
（150×210cm）

・・・・・・・・・・・・・7,560円

・・・・・10,800円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
かんたんベッドサイドガード
2個組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,561円

高倍率メガネタイプ拡大鏡
1.8倍

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈東京西川〉
吸湿発熱
パットシーツ
（100×205cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

〈東京西川〉
吸湿発熱
合繊掛け布団
（140×190cm）

43,200円

〈東京西川〉健康敷きふとん 
ルーノ（表地：ポリエステル100％、側地・
裏地：綿100％、詰物：ウレタンフォーム／97×195cm）

まるひろスターカード新会員募集中！
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

さらに1,000円
お買上げで
4時間無料。

売場にてカード提示で

年間お買上げ総額に応じてポイント付与率アップ！

●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：3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。

まるひろスターカード
V i s aご入会で
クレジット払い
専 用お買物 券

 500円分
プレゼント！

【1階＝婦人靴下】

【1階＝婦人雑貨】

肌ざわりが良く
丈夫な
厚地素材の
2枚組肌着です。

・・・・・・・・・各1,706円

〈グンゼ〉
紳士長袖U首・
長ズボン下各種
（M・L）

【3階＝紳士肌着】

【3階＝婦人肌着】 【3階＝紳士肌着】 【3階＝寝具】

【3階＝寝具】 【3階＝寝具】 【3階＝寝具】

婦人コートバーゲン
◆1月16日（水）～22日（火） ◆1階＝エンジョイスペース

〈最終日は午後5時まで〉

〈最終日は午後5時閉場〉

◆1月16日（水）～3月12日（火）

〈銀座山野楽器〉
電子ピアノセール

◆1月16日（水）～28日（月） ◆6階＝特設会場

◆1月23日（水）～2月4日（月）〈最終日は午後4時閉場〉
◆6階＝レストラン街特設会場

　ダウンコート
各種

　有名ブランド
ライナー付コート
各種

アイデア雑貨＆民芸木工市予 告

※写真は一例です。

【1階＝エニィファム】 【1階＝婦人靴】

【1階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・20,412円
〈エニィファム〉
（レディス）ジャケット

・・・・・・・・・・・・18,360円
〈エル〉セミショルダーハンドバッグ
（W30×H15×D10cm）

・・・・・・・・・・・・・17,280円から

〈リーガル〉
婦人パンプス
（22.5～24.5cm）

華やかで洗練された装いに春爛漫。

Ceremony Style in Spring

Present

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,469円（キッズ）ジャケット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,629円（キッズ）ワンピース

・・・・・・・・・・16,200円（レディス）ワンピース

はじめて弾かれる方も買い替えにもオススメ♪

20点限り20点限り

10点限り10点限り

②

①

ヤマハ、ローランド、カワイ、カシオの
電子ピアノを展示販売いたします。

基本配送設置料サービス（埼玉県内、離島を除く都内）
今お持ちの電子ピアノを無料でお引き取りいたします。
お手入れセット（キークリーナーとクロス）およびメトロノーム

（振り子式）またはヘッドホンを差しあげます。
お問合せ： 銀座山野楽器 042ｰ2966ｰ1230

お買上げ特典

メガネの
上から

掛けられる！

婦人服（1・2階）・服飾雑貨（1階）にてセレモニー商品を10,800円以上お買上げいただいた
お客様先着80名様に「期間中ご利用いただける1,000円分のお買物券」を差しあげます。

無料！2時間
有料駐車場



※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。 ※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。

◆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

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

〈静岡県産他〉
（樹熟採取）青島みかん
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

ネスカフェ
ゴールドブレンド
（80g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【肉処せんや】〈国内産〉
豚ロースうす切り
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・238円

【デリカ味彩】
ふっくら真アジの大葉
フライ（8個）・・・・・・・・299円

【塩干コーナー】
〈ノルウェー産〉
丸安 霜降り寒さば半身
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

大塚食品
ボンカレーゴールド
（甘口・辛口／各180ｇ）99円
【デリカ味彩】
南部どり唐揚げ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・199円

【肉処せんや】
〈国内産〉牛小間切れ
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・380円

【東信水産】〈チリ産〉
甘口銀鮭切身
（養殖／1切）・・・・・・・・・150円

JA全農たまご
ピュアテイスト
（10個入・1パック）・・・179円
【サイボク】
あらびきウインナー
（145g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・528円

【東信寿司】にぎり寿司
（10貫）・・・・・・・・・・・・1,080円
【東信水産】本まぐろ
食べ比べ3点セット
（大トロ・中トロ・赤身／

1パック）・・・・・・・・・・1,280円

〈熊本県産〉トマト
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

〈秋田県産〉（糖度センサー
選別）サンふじ（4個入・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛肩ロースうす切り
（100g当り）・・・・・・・1,280円
【サイボク】
ポークウインナー
（216g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・678円

【東信水産】鍋セット
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・880円
【塩干コーナー】
〈宮崎県産他〉
うなぎ長焼き
（1尾）・・・・・・・・・・・・・・・1,680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
アサヒコ 昔あげ
（2枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

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

【東信水産】
〈北海道産〉生たら切身
（100g当り）・・・・・・・・・・258円

【東信水産】
〈北海道産〉さんま干物
（2枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円

【塩干コーナー】〈北海道産〉
ほたて貝柱刺身用
（250g入・1パック）999円

〈北見市産〉
たまねぎ
（約1.5kg・1袋）・・・・・300円

〈ようてい産〉
男爵芋（Lサイズ／
約1kg・1袋）・・・・・・・・・300円

【肉処せんや】〈北海道産〉
牛肩ロースうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・880円

お1人様2点・先着100点限り

お1人様2点限りお1人様2点限り

各日お1人様2点・先着100点限り各日お1人様2点・先着100点限り

〈宮崎県産他〉
きゅうり
（2本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

お1人様4本・先着400本限り

〈長野県産他〉
ぶなしめじ
（約170g入・1袋）・・・100円

お1人様2点・先着100点限り

【肉処せんや】〈北海道産〉
牛モモうす切り
（100g当り）・・・・・・・・・・598円

【山下食品】
佃煮各種
（各1パック）・・・・・・・・・399円

【トモエ】
北海道みそ（白粒・赤粒／
各1ｋｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【ほそかわ】
ゆで小豆3缶シュリンク
（210ｇ×3）・・・・・・・・・・・・409円

【坂口製粉】
パンに塗るきな粉
（135ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・299円

【藤原製麺】
北海道ラーメン
（醤油・味噌・塩／各1個）

300円108円

【おが和】
甘露煮各種
（各1パック）・・・・・・・・・430円

【はこだてわいん】
無添加ワイン各種
（720㎖） 2,160円

17木
1/16 水

【肉処せんや】〈国内産〉
若どりモモ角切り
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・128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）・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

紀文 紀文の季節
（12種22品入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円
【サイボク】豚味付け肉
（ピリ辛／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

【塩干コーナー】
〈北海道産〉いくら醤油漬
（80g入・1パック）・・・999円

18 金

20日19土 ●

【函館市・ジョリクレール】
訳ありロールの切り出し
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　540円

【千歳市・三星】
スイートフロマージュ
（370ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700円

【千歳市・もりもと】
どらやき
（小豆・白豆／各1個）・・・・・・・151円

【千歳市・もりもと】
ハスカップジュエリー
（3個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・561円

②ストロベリーチョコ（ホワイト）
（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・681円

【帯広市・六花亭】
①マルセイバターサンド（5個入）・・・・・・・651円【白老町・虎杖浜水産】

たらこ
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,059円

【札幌市・キッチンアクティブ】
坊ちゃんカボチャグラタン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

スタッフド
ポテト
（4個入）

1,000円

雑穀日替りお買得
普通小豆（500g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　459円先着300点限り

先着30点限り

たこわさび
（200ｇ）

1,296円
先着30点限り

大正金時（500g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円先着200点限り

先着200点限り

大粒ツルムスメ大豆
（500g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　399円先着150点限り

16
水

19
土

20
日※写真はイメージです。※写真はイメージです。

【北斗市・松田商店】

北海道味だより◆1月16日（水）～22日（火）
     〈最終日は午後4時終了〉

◆地階＝食料品

※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。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※天候により入荷が遅れる場合がございます。冬の
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得
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品

オープニングスペシャルセール

2日間限定 スペシャルプライス

特別出店 ※ポイントサービスの対象外となります。

・・・・・・・・778円

【札幌市・ロイズ】

生チョコレート
［オーレ］
（ウインター
パッケージ）
（20粒）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

ポテトチップチョコレート
［オリジナル］
（190ｇ）

季節・数量限定

よりどり3個 よりどり
3本

① ②

限り16水 限り16水


