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10/21水

新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や臨時休業をする場合がございます。

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

・・・・・・・8,000円+税

　洗えるインナー
ブランケット
（パイル：ウール100％／
約150×200cm）

■10月27日（火）まで ■各階にて開催

日頃のご愛顧に感謝を込めて。

まるひろ全館

川越店・飯能店・入間店・東松山店・上尾店・坂戸店・日高店
まるひろ各店共同企画

■ 開催期間：10月21日(水)・24日(土)・25日(日)
■ 抽選場所： ●川越店 各階レジ／1階＝西口特設カウンター  
●飯能店 2階＝催場内特設コーナー   ●入間店 各階レジ／3階＝友の会カウンター
●東松山店 1階＝特設会場   ●上尾店 6階＝友の会カウンター  
●坂戸店 1階＝サービスカウンター／2階・3階レジ  ●日高店 1階＝サービスカウンター
開催期間当日の5,000円+税以上お買上げの対象レシートをご提示で、5,000円+税
毎に1回(最大5回まで)、その場で当たるお楽しみ抽選会にご参加いただけます。
さらに、まるひろスターカードをお持ちのお客様はプラス1回参加サービス。
※レシート合算のご参加はできません。※スターカードご提示のみでの参加はできません。
※対象除外売場がございます。詳しくは売場係員におたずねください。

大抽選会
「まるひろギフトカードや全国共通百貨店商品券、北海道名産品」が

にその場で当たる！全店合計1400名様

バイヤーおすすめ　　　　　お買得品！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　750円+税
〈マーナ〉トーストスチーマー

川越店50点限り／他各店20点限り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,000円+税
〈ラリック〉トップス各種

各店20点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　7,000円+税

〈ミズノ〉メンズブレスサーモ
ウォーマージャケット

各店10点限り

※写真は
　一例です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,000円+税
婦人帽子各種

各店30点限り

※写真は一例です。

※写真はイメージです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,000円+税
カシミヤ100％ニット各種

各店20点限り

川越店15点限り／
他各店4点限り

1,300円+税
子供キャラクターパジャマ
（100～120cm）各店20点限り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,000円+税

〈ナイガイ〉
レギパン各種

各店50点限り

※写真は
　一例です。

9,000円+税
　洗えるウール毛布
（ウール100％／140×200cm）
川越店20点限り／他各店6点限り

※入間店・日高店では
　お取扱いして
　おりません。

※坂戸店・日高店では
　お取扱いして
　おりません。

シーズングッズ 婦人服 スポーツ 家庭用品

靴 下 婦人服 寝 具 子供雑貨

数量限定

2020

※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。※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。※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。

10/21水

予告

婦人ファッションバーゲン
４階催場のお知らせ

◆10月28日（水）～11月2日（月）〈最終日は午後4時閉場〉
今すぐ着られるアイテムを取り揃えました。

M～LLサイズまで、豊富にお選びいただけます。

手揉みの心地よさを
追求した
ダブルスイング
「もみこねマッサージ」
を採用。短期間で
身体の疲れもスッキリ。

　有名ブランドニット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,900円+税から

婦人ナイティ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から

婦人カットアンドソーン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円+税から

婦人インナー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円+税からファイターSM-3000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,182円+税

スペースYAMATO
～膝を伸ばして

リラックスマッサージ～
体験販売会
◆10月29日（木）まで
〈各日午前10時～午後６時〉

◆1階＝東急ハンズトラックマーケット

レンタル卒業袴
展示ご予約会開催中
◆3階＝レンタルコーディネイト〈マイム〉

衣装・美容・着付・
記念写真と
すべて揃った
レンタルプランが
好評です。

11/30●月
まで

早期割引

※写真は一例です。

※早期ご予約割引との併用は出来ません。

https://www.shop-maruhiro.jp検索丸広百貨店

まるひろオリジナルおせち
早期ご予約割引

早期ご予約で、
通常の1ポイントに＋２ポイント

◆11月30日（月）まで

クリスマスケーキ・おせち
◆各店・各階＝名店・特設コーナー

※一部の商品は、上記日以外のお渡しが可能です。※一部の商品は、上記日以外のお渡しが可能です。

▲

おせちの電子
　カタログはコチラ

※ご配送での承りは、12月18日（金）まで
12月20日（日）まで

12月31日（木）〈午前11時から午後5時〉お渡し

ご予約受付

▲クリスマス
　ケーキの電子
　カタログは
　コチラ

クリスマスケーキ

おせち

12月14日（月）まで12月14日（月）までご予約受付

12月24日（木）・25日（金）
〈午前10時30分～各店閉店30分前〉

お渡し

●10月３1日（土）までのご予約で ▲ ▲ ▲10%OFF

※まるひろオンライン
ショップにてご予約
承ります。

◆10月21日（水）～25日（日） 
◆各店・各階＝名店・特設コーナー 各日午後6時までの販売　

※ポイントサービスの対象外となります。※交通事情、天候の都合により入荷が遅れる場合もございます。※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
駅弁大会 　　　　　　 このマークのお弁当は、

　　　　　　 加熱式容器を採用して
　　　　　　 います。容器に付いたヒモ
を引くだけで、いつでもどこでも、あつあつの
お弁当が楽しめます。

つ
あ
つ
あ

つ
あ
つ
あ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,019円+税
【おぎのや】峠の釜めし（1個）

信越本線・横川駅

奥羽本線・米沢駅 山陽本線・西明石駅 JR関西線・名古屋駅

北海道新幹線・新函館北斗駅 山陽本線・広島駅

千歳線・南千歳駅 東北新幹線・仙台駅

飯能店48点・入間店48点・上尾店72点・
坂戸店36点・東松山店60点・日高店36点限り

※各日午前11時から午後2時までの販売となります。

・・・・・・1,250円+税

北の海鮮めし
（1個）

・・・1,018円+税

網焼き
牛たん弁当
（1個）

・・・・・・1,203円+税

夫婦あなごめし
（1個）

・・・・600円+税

大えび
天むす
（1個）

・・・・・・1,277円+税

トリュフ香る
ローストビーフの
にぎり寿司（1個）

・・・・・・1,000円+税

ひっぱりだこ飯
（1個）

・・・・・・1,158円+税

【新杵屋】
牛肉どまん中
（1個）

10月21日水～25日●日

10月21日水～23日金

10月21日水～23日金 10月24日土・25日●日

ご予約承ります。

新
登場

新
登場

※上尾店は10月22日（木）～26日（月）〈最終日は午後4時閉場〉、6階催場での販売となります。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

228円+税

やまと豚 ロース
うす切り肉
（100g当り）

・・・・580円+税

【東信水産】〈香川県産〉
オリーブハマチ刺身（養殖／
1パック） ・・・・・・・・398円+税

【魚力】〈茨城県産他〉
しらす干し（生食用／
200g） ・・・・・・・・990円+税

【魚力海鮮寿司】
本まぐろ握り
（8貫）

・・・・48円+税

〈北海道産〉
かぼちゃ
（100g当り） ・・・・・・・・158円+税

〈北海道産他〉
ブロッコリー
（1個）

690円+税

【魚力】〈北海道産他〉
ほたて貝柱（刺身用・
解凍／350g）

・・・・・・・・・・・1,980円+税

産地精米 
しらゆき米（5kg）

1,080円+税

【東信水産】刺身
6点盛合せ（各3切・
1パック）

450円+税

国産牛（交雑種）もも・
肩切り落し肉
（100g当り） 880円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛切り落し（肩ロース）
（100g当り）

〈国内産〉黒毛和牛
すき焼用店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・698円+税

赤羽商店 瀬戸内産
寿司焼海苔
（24枚入）

・・・・・1,680円+税

【東信水産】〈鹿児島県・宮崎県産〉
うなぎ長焼（養殖／約120g・
1尾） 598円+税

【魚力】〈トルコ産他〉
本まぐろ（中とろ）
（刺身用・養殖・解凍／

100g当り） ・・・・1,500円+税

【東信寿司】本まぐろ中とろ入
握り寿司セット（10貫・
1折）

フジパン 
本仕込み食パン（6枚・8枚／
各1袋）

・・・・・・・258円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円+税

【デリカ味彩】まいたけと
北海道産チーズ入りクリーミィ
コロッケ（5個）・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

ミツカン 
穀物酢
（500㎖・1本）

JA農協たまご 
農協たまご
（10個入）・・・・・・・・・・・・・・980円+税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・168円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉ステーキ用（サーロイン）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・198円+税

国産豚ロース
生姜焼き用
（100g当り）

198円+税

【魚力】〈アメリカ産（原料他
北海道加工）〉たらこ（甘口）
（生食用／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円+税

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろ切落し（解凍／約140g・
1パック）

23 24金22 木 土 25 日

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。 
食料品 まるひろ各店共同企画 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 ●日高店 各店食料品売場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98円+税

〈奈良県産他〉
種なし柿
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円+税

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸
（1パック）

お1人様2点・各店先着200点限り

・・・・・・・・158円+税

〈山形県産他〉
長ねぎ
（1袋）・・・・・・・・158円+税

〈千葉県産他〉
ほうれん草
（1袋）

お1人様2点・各店先着200点限りお1人様5個・各店先着300個限り

・・・・・・・・・・・・98円+税

〈ニュージーランド産〉（ゼスプリ）
グリーンキウイフルーツ
（1個）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・498円+税

〈山形県産他〉
早生ふじ
（1袋）

お1人様2点・各店先着200点限り

398円+税

〈フィリピン産〉ゴールデン
パイン（ブロックカット）
（約500g入）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・598円+税

〈熊本県産他〉
極早生みかん（お徳用）
（1袋）

お1人様2点・各店先着100点限りお1人様2点・各店先着100点限り

980円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
牛肉うす切り（ロース）
（100g当り）180円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
平田牧場三元もち豚
小間切れ
（100g当り） 108円+税

国産若鶏もも水炊き・
から揚げ用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

紀文 紀文の季節
（11種21品）

498円+税

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ
（100g当り）

・・・・・・・・・・各128円+税

雪印 メグミルク 
ナチュレ恵（プレーン・
脂肪0／各400g）・
ナチュレ恵
フルーツヨーグルト
各種（75g×4）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円+税

にんべん 
つゆの素（1000㎖）

・・・・・各98円+税

マルちゃん 赤いきつね・
緑のたぬき
（各1個） ・・・・・・・・・・208円+税

明治 
おいしい牛乳（900㎖・
1本）

オープニングスペシャルサービス青
果

●〈埼玉県産他〉
   きゅうり
　（2本）

お1人様4本・各店先着800本限り
お1人様2個・各店先着300個限り 先着100点限り

お1人様2点・各店先着200点限り お１人様１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・各店先着200点限り

●〈茨城県産他〉
　白菜
　（1/4カット）

お1人様2点・各店先着200点限り

●〈グアテマラ産他〉
　バナナ
　　（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

24日（土）・25日（日）2日間のお買得

※入間店・東松山店・坂戸店・
日高店でのお取扱いとなります。
※入間店・東松山店・坂戸店・
日高店でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・上尾店・日高店
でのお取扱いとなります。
※飯能店・東松山店・上尾店・日高店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店でのお取扱い
となります。
※入間店・坂戸店でのお取扱い
となります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。

※飯能店・上尾店でのお取扱い
となります。
※飯能店・上尾店でのお取扱い
となります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・東松山店・
坂戸店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・5割引

・・・2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

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※飯能店・東松山店・
上尾店・日高店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

先着50点限り




