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川越店 〒350-8511 川越市新富町2-6-1

まるひろホームページは、こちらから➡
営業時間：午前10時～午後7時
http://www.maruhiro.co.jp

049（224）1111（大代表）

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。

お客様へのお願い

お客様同士、
適度な距離を保っての
お買物のお願い 

少人数でのご来店入店時の手指の消毒お客様へ
マスク着用のお願い

アプリの無料
ダウンロードは
こちらから

ダウンロードすると
今すぐ使える
クーポンがもらえる！

まるひろ公式「アプリ」会員募集中！ 登録無料

-iPhone- -Android- で検索まるひろ

アプリストア

新型コロナウイルス
感染拡大防止に
向けたお願い

6/22●水
スタート！

3F

4F

5F

1F
服飾雑貨

2F

リビング
6F
子供服

紳士服

婦人服

婦人服
服飾雑貨

（ハンドバッグ）

●ベビー・トドラー ●ボーイズ ●ガールズ

2階=ビューティープラス

●スポーツ

●スモールサイズ ●ナイティ

●ハンドバッグ

●クイーンサイズ

●紳士雑貨

アネックスC館アネックスB館

予告 ７/1㊎スタート

予告 6/24㊎スタート

予告
７/1㊎スタート

予告 ７/1㊎スタート

予告 6/24㊎スタート

予告 6/24㊎スタート

予告 6/24㊎スタート

予告 ７/1㊎スタート

予告 ７/1㊎スタート

予告 ７/1㊎スタート

予告 ６/２５㊏スタート

予告 6/24㊎スタート

予告 6/24㊎スタート

予告 6/24㊎スタート

予告 6/24㊎スタート

予告 ７/1㊎スタート

予告 ７/1㊎スタート

予告 ７/1㊎スタート予告 ６/２５㊏スタート

6/24㊎・25㊏・26㊐ 3日間！日替り限定お買得■各階にて開催

■6月22日（水）～27日（月）〈最終日は午後5時終了〉

・・・・・・・・・・・・・・本体価格10,000円（税込11,000円）

〈西川〉3層・合繊入りウール敷ふとん各種
（100×210cm／4.0㎏）

【5階＝寝具】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,000円（税込3,300円）
婦人ブランドナイティ各種

【2階＝婦人ナイティ】
・・・・・・・・・・・・・本体価格30,000円（税込33,000円）

〈イビサ〉
スペシャルセット（ナイロンバッグ付計４点）

【2階＝ハンドバッグ】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,000円（税込3,300円）
紳士帽子各種

【4階＝紳士雑貨】

24 金 25 土 26 日

※組合せはイメージです。 ※写真は一例です。

■各階にて開催
※一部クリアランスセール除外品が
　ございます。
　あらかじめご了承くださいませ。

午後4時30分～
午後4時～
午後3時～
午後2時～
午後1時～
正午12時～

午前11時30分～
午前11時～

6/24㊎ 25㊏ 26㊐ 27㊊
カウラナ川島フラスタジオ カイオロヒア フラ

ハーラウ ラニ ヌイ マハナ

坂戸グランドホテルカルチャー レイモミ

フラ ハーラウ オ カリコレフア

ホォレア フラスタジオ

ルアナ ピリ アロハ

フラ ハラウ オ レアレア

カウラナ川島フラスタジオ リノモミ

ハーラウ ケ アラ イ カヒキ マカラプア

モミラニ フラ スタジオ

カプアレイ フラスタジオ

カ レフア ミネイ黒田 フラスタジオ

ルアナ フラ メリア

ハワイアンバンド「ホクラニ」

フラ オハナ

ヘウイ オカラニ フラフェティアタヒチ スタジオ

フラ ハラウ オ ナニカリノ タヒチへレ

フラ オ プアケア

リリア フラ オハナ

レアレア フラスタジオ

ミニラニ 千葉 フラスタジオ

カーラエラニ フラスタジオ

ノエ ラニ フラ ハラウ

オリオリ フラ

フラ ルアナ

エンジョイ広場 1周年記念
フラショー開催！タイムスケジュール ※都合によりスケジュールが

変更になる場合がございます。予告

予告

20点
限り

5点
限り

各色10点
限り

20点
限り

リゾートフェア屋上
●雨天の場合は
別館3階＝特設会場にて開催いたします。



049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 店

暮らし、素敵に。                     まるひろ川越店

◆6月29日（水）～7月4日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

●三重・愛知物産展

◆7月25日（月）まで
〈最終日は午後5時閉場〉

●お中元ギフトセンター

●予告　川越店
次週5階催場のご案内

29‐H04-H0129‐H04-H01C M Y K

※本カタログの掲載商品の価格は本体価格と税込価格の表示になっております。尚、商品券・ギフトカード・ギフト券は非課税となります。
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題字：矢部 澄翔

1.先様へ直接お届けする場合
のし紙を
短冊型に簡素化し、
簡易包装紙で包み
お届けします。

簡易包装紙にて
お届けします。

● ご自宅で
 召し上がる
 場合
 （自宅使用）

2.ご自宅へお届けする場合

二重包装にてお届けします。
茶紙をはずして先様へ
お持ちください。

● ご自宅にお届けしてから、
 先様にお渡しする場合
 （持参用）

※複数の場合にはダンボールにて
　お届けします。
※ご要望で手提袋をご用意いたします。

お中元ギフトセンター開設のご案内

まるひろでは環境にやさしい百貨店として、再生紙の利用や簡易包装を積極的に行っております。
『ストップ・ザ・温暖化』のために、地球にやさしい“簡易包装”にご協力ください。

地球にやさしい「簡易包装」  ご進物の包装形態について

例年7月1日からの1週間は、全国的にお届けのお荷物が集中し、ご希望のお届け日にお届けが出来かねる場合がございます。
可能な限り、7月1日（金）～7日（木）を避けてお申しつけくださいますようお願い申し上げます。

ピークOFF配送にご協力ください。

まるひろオンラインショップのご案内 https://www.shop-maruhiro.jp

WEB マークのお品物は期間中まるひろオンラインショップからもご注文いただけます。WEB

WEB 6月1日（水）～7月25日（月） WEB 6月1日（水）～8月19日（金）

ららぽーと富士見店のギフトコーナーもご利用くださいませ。 新型コロナウイルスの状況により開催期間や営業時間の変更、
臨時休業をする場合がございます。

入間店 4階催場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月8日㊌～7月25日㊊〈最終日は午後4時閉場〉
入間市豊岡1ｰ6ｰ12     ☎04（2963）1111 代表　　営業時間 ： 午前10時～午後7時30分

川越店 5階催場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月15日㊌～7月25日㊊〈最終日は午後5時閉場〉
川越市新富町2ｰ6ｰ1  　 ☎049（224）1111 大代表　営業時間 ： 午前10時～午後7時

東松山店4階催場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月9日㊍～7月25日㊊〈最終日は午後4時閉場〉
東松山市材木町19ｰ30  ☎0493（23）1111 代表　　営業時間 ：午前10時～午後7時

上尾店 6階催場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月9日㊍～7月25日㊊〈最終日は午後4時閉場〉
上尾市宮本町1ｰ1        ☎048（777）1111 代表　　営業時間 ： 午前10時～午後7時30分

飯能店 2階催場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月9日㊍～7月25日㊊〈最終日は午後4時閉場〉
飯能市栄町24ｰ4  　　 ☎042（973）1111 代表　　営業時間 ： 午前10時～午後7時

坂戸店 1階特設会場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月22日㊌～7月25日㊊〈最終日は午後4時閉場〉
坂戸市薬師町28ｰ1      ☎049（288）0001 代表　  営業時間：午前10時～午後7時

0120-317-365
受付時間：午前10時～午後5時（店休日・日曜日は除く）

はじめての方でも安心
「まるひろオンラインショップ」
画面共有サポートサービスの

ご案内

①まるひろオンラインショップの画面
を見ながらフリーダイヤルへ電話

②オンラインショップ
ページ右下に
表示されている

アイコンをクリックする

③表示された画面にオペレーター
よりご案内するコード（数字）を入力

画面共有サポート

オンラインショップでのご注文がスムーズです。

2022 まるひろのお中元.表1・4

2022/05/11   12:24

5階催場のご案内

第3回 茅乃舎・椒房庵 特別販売会
かや の や しょぼ うあ ん

毎日の食卓を華やかに彩る「だし」が人気の茅乃舎が今年も出店いたします。

・・・・・・・本体価格1,800円
（税込1,944円）

【茅乃舎】
黄金比のだし
（8g×20袋）

通信販売限定だし。
日本の３大うまみ素材と
言われるかつお節、昆布、
椎茸に九州らしい２種類
のあごを加え、塩分は
控えめながら、うまみを
しっかり味わえます。

・・・・・・・本体価格1,800円
（税込1,944円）

【茅乃舎】
野菜だし
（8g×24袋）

玉葱、にんにく、セロリ、
人参、キャベツの5種
国産野菜を厳選し、
野菜の甘み、香味を
凝縮させました。
深いうまみとコクのある
コンソメ風だしです。

・・・・・・・本体価格1,200円
（税込1,296円）

【椒房庵】
鮭めんたい
（120g）

北海道産の鮭とたらこを
原料に、博多の技で
仕上げました。
やわらかく手でほぐした
鮭に、うまみ豊かな
あごだしめんたいこを
まぶした絶品珍味。

・・・・・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【椒房庵】
博多辛醤（しんじゃん）
（185g）

辛味を足したり、
唐辛子や豆板醤の
代わりにお使い
いただけます。
椒房庵独自の配合の
うまみと酸味、辛味が絶妙に
効いたピリ辛たれです。

ご家庭で使いやすいように料理長が素材を厳選し配合。
味噌汁はもちろん、肉じゃが、から揚げなど
家庭の定番料理に幅広くご利用いただける
化学調味料・保存料無添加の万能和風だし。

【茅乃舎】茅乃舎だし
（8g×30袋）本体価格1,800円（税込1,944円）

北海道産のたらこを使用し、
丁寧にじっくり秘伝のたれに
漬け込みました。
濃厚で優しい美味しさは、
炊き立ての白いご飯によく合います。

【椒房庵】あごだしめんたいこ
（210g）本体価格3,000円（税込3,240円）

2022 まるひろのお中元 
彩の国から夏の贈り物 お中元ギフトセンター好評開設中！●7月25日（月）まで

　〈最終日は午後5時閉場〉
●5階催場

早期割引のご案内 まるひろ友の会会員様・スターカード・Mクラブカード会員様のみ
下記マークの付いたお品物は6月30日（木）までに限り、

は5%OFF名店指 定 地 域
送 料 無 料は10%OFF・指 定 地 域

送 料 無 料

※ご優待時はポイントサービスの対象外とさせていただきます。 ※「とらや」商品は対象外となります。

となります。

※ポイント進呈は対象外とさせていただきます。 
※他の割引サービスとの併用は出来ません。 
※「とらや」商品は対象外となります。

●割引はお中元ギフトセンター開設期間までとなります 。

WEBで購入すると、指定地域送料無料ギフト
　　     が　　　　　　　 　　　　　が

WEB割引
10%OFF・ 5%OFF指 定 地 域

送 料 無 料 名店指 定 地 域
送 料 無 料

ご自宅でじっくりお選びいただくために まるひろホームページ下部もしくは
QRコードからアクセス

お中元電子カタログはこちらから。▶※スマホでも閲覧できます。ご利用ください。電子カタログを

〈わちふぃーるど〉フェア
◆6月22日（水）～28日（火）
〈最終日は午後5時終了〉

リゾートフェア

パイナップルクッキーチャームの
ワークショップ開催

◆6月22日（水）～27日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉
◆5階催場

〈西川〉寝具バーゲン
◆6月22日（水）～27日（月）〈最終日は午後5時閉場〉

◆別館2階＝特設会場

※詳しくは会場にお問合せください。

・・・・・・・本体価格590円
（税込649円）

ココナッツオイルソープ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・本体価格223円
（税込241円）

〈キモズ〉マラサダ
（プレーン／1個）

今すぐ使える〈西川〉の夏物寝具をお買得価格にて
多数ご用意しております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格5,800円（税込6,380円）
　　　  洗える羽毛肌掛けふとん（150×210cm）

各色10点限り

一例として

●6月22日（水）～27日（月）〈最終日は午後5時閉場〉 ※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。

〈TEAM LITTY〉ショップにて
税込5,500円以上お買上げのお客様は
無料。

6階＝エンジョイスペース10

猫のダヤンが
やってくる！

お楽しみ袋 ２０点限り

カタログ題字：川越市出身書家 矢部澄翔

本体価格10,000円（税込11,000円）

Present
期間中、税込３，３００円以上、税込６，６００円以上

お買上げのお客様にそれぞれ素敵なノベルティを差しあげます。



※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。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。

2022  まるひろのお中元 彩の国から夏の贈り物

WEB割引

●7月25日（月）まで
●各店・各階＝催場・特設会場お中元ギフトセンター好評開設中！

まるひろ友の会会員様・スターカード・Mクラブカード会員様のみ下記マークの付いたお品物は

※ご優待時はポイントサービスの対象外とさせていただきます。 ※「とらや」商品は対象外となります。

指 定 地 域
送 料 無 料

指 定 地 域
送 料 無 料10%OFF・ 5%OFF名店 となります。は は

WEBでのご購入はこちらから▶WEBで購入すると、指定地域送料無料ギフトが

※ポイント進呈は対象外とさせていただきます。 ※他の割引サービスとの併用は出来ません。※「とらや」商品は対象外となります。

指 定 地 域
送 料 無 料

指 定 地 域
送 料 無 料10%OFF・ 5%OFF名店 となります。は は

早期割引 6/30（木）
まで

※予定数量に達し次第終了となります。

6/22 水

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス
食料品 まるひろ各店共同企画 ●川越店 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場

23 木

24 金

25 土

26 日

98円 均一98円 均一
（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈埼玉県産他〉きゅうり（3本）
お1人様6点・各店先着1200点限り

●〈群馬県産〉ほうれん草（1袋）
お1人様2点・各店先着200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

●〈青森県産〉ごぼうカット
   （2Sサイズ／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

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格598円（税込646円）

〈山形県産〉
佐藤錦
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格498円（税込538円）

【東信水産】
〈モロッコ産他〉
真たこぶつ切り
（ボイル・生食用／
約120g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格118円（税込128円）

国産若鶏
もも肉
焼肉・唐揚用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格198円（税込214円）

・・・・・・本体価格350円（税込378円）

ブルドック 
ソース
（ウスター・中濃・
とんかつ／各500㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格198円（税込214円）

【デリカ味彩】
真いかリング
唐揚げ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円（税込430円）

【魚力】
梅しそ〆さば 
お造り
（１パック）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格498円（税込538円）

【肉処せんや】
〈国内産〉
黒毛和牛
小間切れ
（100g当り）

・・本体価格188円
（税込204円）

西武酪農乳業 
酪農3.6牛乳
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円（税込430円）

【東信水産】
〈長崎県産〉
無添加
あじ開き（2枚）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

〈熊本県産〉
グミニー
ミニトマト
（1パック）

本体価格 各258円（税込 各279円）

JA全農ミートフーズ 桜工房あらびき
ウインナー（90g×2）・シュリンクパック
ロースハム（122g）・ベーコン（120g）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

マルちゃん 
正麺
（しょうゆ・みそ・
冷やし中華／
各5食入）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格170円（税込184円）

パスコ 
超熟食パン
（6・8枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格498円（税込538円）

【魚力】
〈青森県産〉
生サーモン
トラウト（刺身用・
養殖／100g当り）お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格598円（税込646円）

〈佐賀県産〉
ハウスみかん
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格168円（税込182円）

【肉処せんや】
〈国内産〉
牛豚合挽肉
（100g当り）

・・・・・本体価格 各178円（税込 各193円）

河村屋 
白菜浅漬・
ゆず白菜
（各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

【デリカ味彩】
椎茸えび入り
フライ
（5個入）

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

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

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

※川越店ではお取扱い
しておりません。
※川越店ではお取扱い
しておりません。

※川越店ではお取扱い
しておりません。
※川越店ではお取扱い
しておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格480円（税込519円）

【東信水産】
〈チリ産〉銀鮭
切身（ふり塩）
（養殖・解凍
 ／2切）お1人様2点・各店先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈群馬県産〉
（産地直送）
レタス
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格118円（税込128円）

〈群馬県産〉
やまと豚
小間切肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円（税込430円）

ハウス 
プロクオリティ
ビーフカレー
（まろやかブレンド・
中辛／各4袋入 ）

・・・本体価格1,118円（税込1,230円）

キリン
一番搾り
（350㎖×6本）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円（税込430円）

【魚力】
〈インド洋海域他〉
めばちまぐろ
（刺身用・解凍／
100g当り）お1人様2点・各店先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ 
キウイフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格198円（税込214円）

【肉処せんや】
〈国内産〉
豚肉切り落し
（ロース）
 （100g当り）

・・・・・本体価格 各228円（税込 各247円）

ホソヤ 昭和
生まれの贅沢
餃子・贅沢焼売・
贅沢春巻
（各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格220円（税込238円）

【デリカ味彩】
豚ヒレ肉と
根菜の
黒酢和え
（100g当り）

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

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

※川越店ではお取扱い
しておりません。
※川越店ではお取扱い
しておりません。

※入間店ではお取扱いしておりません。※入間店ではお取扱いしておりません。

・・・本体価格1,080円（税込1,167円）

【東信水産】
本まぐろ
中とろ入刺身
3点盛合せ
（各3切・1パック）お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

〈埼玉県川越市産〉
（産地直送）
枝豆
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格880円（税込951円）

〈国内産〉黒毛
和牛特上切り
落とし（ロース・
肩ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

にんべん 
フレッシュ
パックソフト
（4.5g×8P）

本体価格1,780円（税込1,923円）
産地精米 新潟しらゆき米（5kg）

本体価格2,180円（税込2,355円）
山形県産つや姫（5kg）

・・・本体価格1,280円（税込1,383円）

【魚力】
〈中国産〉
うなぎ長焼
（養殖／1尾）

お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格498円（税込538円）

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリ 
ゴールドキウイ
（4個入・1パック）

本体価格1,080円（税込1,167円）

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛うす切り鉄板焼用
（肩ロース）（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格178円（税込193円）

JA全農たまご
農協たまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格178円（税込193円）

【デリカ味彩】
もり山監修 
南部鶏
塩唐揚げ
（100g当り）

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

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

※川越店ではお取扱い
しておりません。
※川越店ではお取扱い
しておりません。

・・・本体価格1,500円（税込1,620円）

【東信寿司】
本まぐろ
中とろ入
握り寿司セット
（10貫・1折）お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格68円（税込74円）

〈宮崎県産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格480円（税込519円）

国産牛
（交雑種）
バラカルビ
焼肉用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・本体価格398円（税込430円）

かどや
金印純正
ごま油
（300g）

・・・・・・・・・本体価格980円（税込1,078円）

月桂冠
定番酒
「月」パック
（2ℓ）

・・・・・・・・・本体価格950円（税込1,026円）

【魚力】
まぐろたっぷり
市場寿司
（12貫入）お1人様1点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格498円（税込538円）

〈鳥取県産他〉
カットすいか
（1/8カット）

・・・・・・・・・本体価格980円（税込1,059円）

【肉処せんや】
〈国内産〉
牛肉焼肉用
（ロース）
（100g当り）

国産うなぎ蒲焼
（1串）

・・・本体価格1,248円（税込1,348円）

紀文 
うなぎや
鹿児島産
（65g）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格298円（税込322円）

【デリカ味彩】
おつまみ
チーズ巻き
（9本）

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

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

※川越店ではお取扱い
しておりません。
※川越店ではお取扱い
しておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,500円
（税込3,780円）

国産うなぎ蒲焼
（1串）・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,700円

（税込2,916円）

【
ぽ
ん
ぽ
こ
亭
】

【
林 

屋
】

2本

土用の丑の日土用の丑の日ご予約承ります7月23日（土）は
◆承り期間： 7月16日（土）まで  ◆承り場所：各店・各階ギフトコーナー 
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