
〒355-0016 東松山市材木町19-30 0493（23）1111（代表）

営業時間：午前10時～午後7時
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp
ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。

東松山店 5/26木

2016

●東松山店 次回店休日のご案内 6月22日（水） ※坂戸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
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

※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。

東
松
山
店
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、6
月
21
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火
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す
。

0493（23）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

東 松 山 店

まるひろ限定

5月26日（木）～31日（火）　各階にて開催

エコ＆ナチュラルフェア
Eco&Natural Fair

婦人麻混カーゴパンツ・シャーリングパンツ
（麻58%・レーヨン39%・ポリウレタン3％）各11,880円

【2階＝スタイリッシュガーデン】

〈エクアンディーノ〉
パナマハット（Ｍ・Ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,936円

【3階＝紳士雑貨】

グリコ アーモンド効果
（1000㎖・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・449円

【地階＝食料品】

紳士オーガニックコットン ヘンリーネック
半袖Tシャツ（綿100%）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円

【3階＝カジュアルパーツ】

〈ジェリービーンズ〉
パンプス（22.5～24.5cm）・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円

【1階＝婦人靴】
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着るほどに肌に
なじみ、愛着のわく
リネンのブラウス。
ゆとりあるシルエット
は、ワイドパンツと
合わせてナチュラル
なスタイルで着こなす
のがおすすめです。

エコ＆
ナチュラル
フェア
イベントの
ご案内

●5月26日（木）～31日（火） ●5月26日（木）～31日（火）
●3階＝紳士服特設コーナー ●4階＝寝具

グリコ アーモンド効果
試飲販売会

●1階＝婦人雑貨

晴雨兼用傘（綿50％・麻50％／
親骨の長さ：47cm）14,040円

天然素材の晴雨兼用傘です。
紫外線もしっかり遮ります。ポリ
エステル生地にはないナチュ
ラルな素材感が魅力です。

染めた
後

染める
前

➡

通気性に優れた
麻をレーヨンと
混紡し軽く柔らかな
風合いに。ほど
よくゆとりのある
リラックスシルエット
で涼しくお召し
いただけます。

ビタミンE、食物繊維が豊富な
アーモンドの栄養を簡単に摂取
できるアーモンドミルク。新習慣
として毎日摂りたい香ばしい
飲みやすさです。

チェーンラインがアクセントになっているオペラ
シューズです。初夏らしい軽やかな素材で
サマーパンプスとしても活躍します。

エクアドルの大変貴重な天然素材であるパナマ
草を使用して、職人が１点１点丁寧に作り上げた
パナマハットです。パナマ草は防熱性と耐久性に
すぐれ、軽量で風通しもよく、サマーハットとして
重宝する逸品です。

認証機関に認められた農地で、厳格な基準を
守って育てられた綿を使用しています。肌に優しい
Ｔシャツです。

色の切り替え部分にジュズダマの実を
編み込んだトート。イエロー系とブルー系で
色の配分を変えているのもポイントです。

〈ピープルツリー〉
手編みサイザルバッグ・・・・・・・・・・・・・・・9,180円

【1階＝ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・4,860円
【1階＝　　　　　　　
ウィークエンドスタイル】

バッグ

・・・・・・・・・・・・・・9,612円

ワイドパンツ
（綿50%・指定外繊維

（テンセル）50%）

・・・・・・・・・・・・・・9,612円
ブラウス（麻100%）

●5月26日（木）限り

①午前10時～正午12時
②午後1時～午後6時

●地階＝食料品

UVケア99.99%で
通気性が良く、
洗えるので夏に
ぴったりの帽子です。

洗える和紙帽子
（布部分：麻100%、

ツバ部分：和紙）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
【1階＝婦人雑貨】

Present 期間中、対象商品をお買上げの
お客様に粗品を差しあげます。※数に限りがございます。

環境保全団体WWFが提案する、着なくなった服などを
黒く染め直して再生するプロジェクト。リユースを通じて、
限られた地球の資源を大切に使うライフスタイルを応援
します。当プロジェクトでは、大正４年から続く御黒染司
〈京都紋付〉が、京黒紋付染技術を用い、職人の手で
丁寧に黒く染め替えを施します。又、京都紋付を通じて
WWFジャパンへ受付重量に応じた寄付が行われます。
詳しくは、まるひろホームページをご参照下さいませ。

●5月26日（木）
～31日（火）

ブライトクール
フェア

ＰＡＮＤＡ　ＢＬＡＣＫ
ＲＥＷＥＡＲ　ＰＲＯＪＥＣＴ ふとんクリーニングフェア

天然素材のケット。いつでもさらっときもちよく、
湿気の多い梅雨時や夏場の汗ばむ時期に
ぴったり。

期間限定で、お手持ちのふとんクリーニングを
特別価格でご提供いたします。
ふとん3枚1セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
オプションでふとんの保管サービスも
特別価格1,620円で承ります。
（お預かり期間は9月下旬まで）
※詳しくは売場係員までお問合せください。

〈東京西川〉
さらおり ガーゼケット
（日本製・ウォッシャブル
ウール使用／毛75%・
綿25%／140×190cm）
・・・・・・・・10,800円

改装セール ◆各階にて◆5月26日（木）～31日（火）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から
婦人カジュアルバッグ各種

【1階＝ハンドバッグ】
・・・・・・①2,160円／②3,240円

〈バトームーシュ〉
婦人カットアンドソーン各種

【1階＝ミッシースポーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
紳士半袖カジュアルシャツ各種

【3階＝紳士服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円

長座布団
（日本製・綿100％／60×110cm）

【4階＝インテリア】

まるひろ　　父の日ギフトコレクション
日6/19○　父の日

「ありがとう」記念日。

2016 MARUHIRO Father,s Day GiftCollection

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈タニタ〉
①塩分計 しおみくん
（SO303）

【4階＝家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈サフィール〉
シューケアギフトセット
（7点セット）

【3階＝紳士靴】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

〈フレッドペリー〉
紳士半袖ポロシャツ
（綿100％）

【3階＝カジュアルパーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

〈昭和西川〉久留米織ごろ寝ふとん
（側地・詰物：綿100%／60×160cm）

【4階＝寝具】

生活習慣病を予防するため、余分な
塩分を摂取しないよう「はかって食べ
る」を実践できるアイテムです。

天然原料にこだわったフランスの有名
シューケアブランド。
このセットひとつでお手入れの基本
がすべて揃います。

永遠の定番ポロ。伸縮性、防しわ性
に優れ、繰り返しの洗濯にも縮みが
少ない高品質なポロシャツです。

福岡の久留米織の生地を使用し、中わた
の綿にもこだわった、ごろ寝ふとんです。
さっと敷いてお昼寝に、くるっと丸めれ
ば背もたれクッションとして使えます。

雨の日特典
雨が降ったらうれしい
サービスいろいろ！

Lucky 
Rainy Day

雨の日特典は、まるひろMクラブカードを
お持ちの方が対象となります。

地階＝食料品 1階＝服飾雑貨 1・2階＝婦人服

●5月26日（木）～31日（火）
期間中の雨の日に限り、
冷凍食品（一部商品を除く）
店頭表示価格（税抜）より

4割引

期間中の雨の日に
婦人靴・ハンドバッグ・雨具を
お買上げのお客様に

防水スプレー噴きかけサービス
をいたします。

期間中の雨の日に、
ウィークエンドスタイル・

スタイリッシュガーデン・オンシーズンの
いずれかの売場でパンツを
お買上げのお客様に限り、

裾上げ代を無料で承ります。

レイン特集
●5月26日（木）～31日（火）

●各階にて開催

・・・14,040円

花粉も雨も防ぐ
機能性レインハット＆コート。

花粉付着抑制レインコート
（青・黄・紺・ベージュ）

・・・・・・・・・2,700円

　　　　　　　　  大切なバッグを
雨から守る必需品。柄も可愛らしく。
バッグカバー
（チェック柄・ボーダー柄・花柄）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,772円

雨を弾く撥水加工付
機能バッグ。
〈キプリング〉撥水
ショルダーバッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

　　　　　　　独自の速乾構造により速く乾き、
抗菌防臭加工によって不快なにおいの発生を抑えます。
高乾度部屋干しタオル（綿100%）
フェイスタオル（約34×80cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円スモールバスタオル（約50×100cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

濡れたままの折り畳み
傘やレインコートも
そのまま入れられる内側
タオル地使用。外側も
撥水加工になっています。
タオルポーチ
（チェック柄・ボーダー柄・

花柄）

・・・・・・6,372円
花粉付着抑制レインハット
（青・黄・紺・ベージュ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

強風でも安心の耐風傘です。
婦人長傘
（60cm／ピンク・水色・黒）

・・6,372円

ペダルがこぎやすい
足元ゆったり設計。
クリップ固定で自転車
の前カゴまでカバー。
サイクルコート
（紺・緑・黄）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円
②ワバシュメンズパターンドジャケット
（ナイロン100%）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

　　　　　　　　 ハイクやキャンプ、フェスまで活躍
するナイロンジャケット。防水透湿機能「オムニテック」
が雨から身体を守りながら内部のムレを防ぎます。
ウェアを収納できるスタッフバッグ付き。
〈コロンビア〉
①ワバシュウィメンズパターンドジャケット
（ナイロン100%）

　　　　　　　　  お揃いの傘とレイン
コートで、雨の日も楽しく。レインコートは収
納手提げ付きで、持ち運びにも便利です。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円
子供レインコート
（赤・黄／100cm・110cm）

快適なアイテムで、
雨の日のおでかけが軽やかに♪

子供傘（赤・黄／45cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

※写真はイメージです。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

◆6月19日（日・父の日）まで
◆各階にて開催

①

②

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
②塩分計 しおみスプーン
（SO302）

1F 婦人雑貨

1F 婦人靴

1F 婦人雑貨

3F 子供雑貨

3F アウトドア

1F ハンドバッグ

1F 婦人雑貨

1F 婦人雑貨

4F タオル

1F 婦人雑貨

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円

雨の日こそ
足元のオシャレを
お楽しみください。
レインブーツ
（ウォーター
プルーフ加工／
黒・オーク）

②①

①

②

※インナーは参考商品です。

※セール品は除外となります。



※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。 ※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。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

開店午前10時から正午12時まで
※数に限りがございます。※なくなり次第終了となります。

※数に限りがございます。
※なくなり次第終了となります。

・・・・・・・・780円

※川越店ではお取り扱いしておりません。

※川越店ではお取り扱いしておりません。

※川越店ではお取り扱いしておりません。

※川越店ではお取り扱いしておりません。

※入間店は別途お買得品を
ご用意いたします。

食料品
まるひろ各店
共同企画

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

〈埼玉県産〉きゅうり
（3本）

〈群馬県産〉（産地直送）
ほうれん草（1袋）

〈茨城県産〉ピーマン
（1袋）

〈ニュージーランド産〉
輸入かぼちゃ（1/4カット）

〈長崎県産〉あじ開き
（1枚）

国産豚もも切り落し
（100g当り）

明星 一平ちゃん夜店の
焼そば（135g・1個）

森永ラクトフェリン
ヨーグルト・ドリンク
ヨーグルト（各112ｇ・1個）

銘柄鶏手羽元（100g当り）

〈長野県産〉ぶなしめじ
（1袋）

【デリカ味彩】塩味枝豆
（100g当り）

※銘柄豚は除く。

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店は
　岩手県産南部鶏　
※入間店・坂戸店は大分県産豊後どり

【デリカ味彩】肉団子
（100g当り）

【魚屋の寿司処】
握り寿司セット
（10貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
・・・・・・・・・・・・・・・・450円

各209円・・・各299円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各199円129円

国産豚ロース肉各種
（100g当り）

〈静岡県産他〉あゆ
（養殖／2尾入）

【デリカ味彩】
豚ヒレカツ
（6枚） ・・・・・・・・・・199円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

【デリカ味彩】
真いかの塩竜田揚げ
（100g当り）

・・・・・・・・・880円
【魚屋の寿司処】
旬の握り寿司セット
（10貫・1折）※川越店ではお取り扱いしておりません。

・・・・・・・・・・・・・280円
【デリカ味彩】
平牧三元豚のメンチカツ
（4個入）

※川越店ではお取り扱いしておりません。
・・・・・・・・・・199円

・・・・・・・・・・148円【デリカ味彩】南部鶏の唐揚げ
（100g当り）

※川越店ではお取り扱いしておりません。・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円

・・・・1,880円

本まぐろ3種盛り
（1パック）

マルコメ 京懐石・
タニタ食堂の減塩生みそ
（各650g・1個）

日清 カップヌードル
（しょうゆ77g・シーフード75g・

カレー85g／各1個）

明治 おいしい牛乳・
おいしい低脂肪乳
（各1000㎖・1本）

河村屋 白菜浅漬
（250ｇ）

産地精米 新潟県産
コシヒカリしらゆき米
（5㎏・1袋）

・・・・・・・・199円
味の素
さらさらキャノーラ油
（1000g・1本） ・・・・・・・・・・・・・・・199円

キムラ漬物
国産が一番
（1本）

シマダヤ もみ打ち
生冷し中華・もみ打ち
ごまだれ生冷し中華
（各120g×２食・1袋）

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・2割引

・・・・・・・・・・5割引

・・・・・・・・・3割引

国産牛（交雑種）
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

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。

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個）

238円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

〈太平洋産他〉
かつおたたき
（解凍／100g当り）

【デリカ味彩】
2層メンチカツ（2個入）

・・・・・・・・・・・・・・・1,980円

・・・・1,690円

・・・・・・・・各1,428円

葉桐 新茶詰合せ袋
（4種入1セット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
日本ハム シャウエッセン
ウインナー（127gｘ2袋・1束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
〈愛媛県産他〉
ぶり切身（養殖／1切）

・・・189円
フジッコカスピ海
ヨーグルト（プレーン・
脂肪0／各400ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・159円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円 〈新潟県産〉
グリーンアスパラ
（1束）・・・・・・・・・・・・・・159円

〈青森県産〉
サンふじ
（4個入・1袋）・・・・・・・・499円

〈愛知県産〉
トマト（1袋）

299円

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

〈熊本県産〉
グミニィミニトマト
（約200g・1パック）・・199円

〈熊本県産〉
カットすいか
（1/6カット）・・・・・・・・・・599円

〈佐賀県産〉
新玉ねぎ（Mサイズ／3個・
1ネット）・・・・・・・・・・・・・159円

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（5個入・1パック）・・・・・399円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ
（ルビー）（3個）

〈長崎県産〉
あじ開き
（3枚入）

〈チリ産他〉
銀鮭切身
（養殖／1切）・・・・・・・120円

国産豚挽肉
（100g当り）

JA全農たまご 朱のしずく
（小玉ミックス／10個入・1パック）

堀商店長岡産こしひかり
（5㎏・1袋）

・・・・・・・・・108円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

【魚屋の寿司処】
旬の丼物（1折）580円

ハーゲンダッツ
アイスクリーム
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

ママ果実の想いゼリー
（ミックス・びわ・桃・ぶどう・

マンゴー／各300ｇ）

明治製菓 アーモンド
チョコレート（88ｇ）・
マカダミアチョコレート（9粒入）

グリコ
朝食りんごヨーグルト・
みかんヨーグルト（各70g×3）・
プッチンプリン（67g×3）

ポッカサッポロ
じっくりコトコトスープ
（コーン・クラムチャウダー・
海老のビスク／各3袋・1箱）

ホクガン
タレをかけて食べるもずく
（かつおだし酢醤油タレ・シークワー
　サーたれ／各40g×3P・1個）

伊勢醤油 
吟香仕込み
（500㎖・1本）

キッコーマン
削りたてつゆ
（そうめん・ざるそば・ざるうどん・
　ごまだれ／各300㎖・1本）

明治ブルガリアヨーグルト
贅沢クリーミー生乳100・
なめらかリッチ
（各320g・1パック）

エバラ 浅漬の素（レギュラー・
昆布だし／各500㎖・1本）

いいちこ25度パック・
黒霧島25度パック（各1.8ℓ・
1本）

先着1500本限り

先着300点限り

先着200点限り

お１人様2点限り

お1人様1点・先着200点限り
お1人様2点限り お1人様2点限り

先着300点限り

先着500点限り

先着200点限り

先着100点限り

先着100点限り 先着300点限り 先着200点限り 先着50点限り 先着200点限り 先着100点限り

先着200点限り 499円 ・・・・・・・・・・・480円先着300点限り

先着30点限り

先着300点限り

大食品祭
99円
SALE

SALE
タイム

伊勢・志摩特集

均
一

300円均一よりどり

※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。

限りの
お買得

1時
午後
か
ら

5時
午後
か
ら3時

午後
か
ら

2 個

※銘柄豚は除く。

銘柄鶏肉（加工品は除く）
店頭表示価格（税抜）より

レジにて・・全品2割引

焼肉用各種 店頭表示価格（税抜）よりレジにて
・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
　は岩手県産南部鶏　
※入間店・坂戸店は大分県産豊後どり

※川越店・入間店はサイボク除く。

銘柄豚小間切れ
（100g当り）

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店は
　やまと豚　
※入間店・坂戸店は筑波あじわいポーク

※入間店は別途お買得品を
ご用意いたします。

切り立て！ 新鮮！

・・・・・・・・・646円

いとめん 
伊勢うどん
（２食入・１袋）・・・・・・・・・469円

三重茶農業協同組合
伊勢かぶせ茶
（100g・1袋）

伊勢角屋麦酒 
神都麥酒・熊野古道麥酒・
伊勢ピルスナー
（各350㎖・1本）・・・・・・1,079円

浜与 
かきの浜炊き
（75g）・・・・・・・・・・・・・・・・・630円

井村屋 伊勢志摩招福
ようかん（5本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・　　　540円 ・・・・・各309円

朝日海苔本舗
三重県産焼のり
（10枚・１袋）・・・・・・・・・・・420円

上野屋 山の清水が
育んださしみこんにゃく
（あおさ・しょうが／各200g）219円

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

◆5月29日（日）まで ◆1階＝名店・惣菜
◆5月29日（日）まで ◆地階＝諸国銘菓

◆5月26日（木）～29日（日） ◆2階＝名店

【イタリアントマト】
いちごのショートケーキ
（1カット）・・・・・・・・・594円

クリーミーメロンパン
（1個）

マンゴーロールケーキ
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円 【アンデルセン】

抹茶ブレッド
（１個）・・・・・・・・・・・・・・583円

【ヨックモック】シガール
アイスクリーム（バニラ・チョコレート／
各5本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円

【麻布昇月堂】
一枚流し麻布
あんみつ羊かん
（1台）
・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【和幸】
黒豚メンチカツ
（１個）

【デリサラ】
ピリ辛チキンバー
（100g当り）

【たごさく】
やまふじ弁当
（1折）

【ひびき】ねぎま（むね）
青じそ（5本入・１パック）
864円

フェア味美チイ
オ シ

〈新宿高野〉期間限定販売会
◆5月26日（木）～31日（火） ◆地階＝名店特設会場

涼味フェア

・・・・・・・・・・・・249円・・・・・・・・・・・・864円・・・・・・216円

※午前11時からの
   販売となります。

※数に限りがございます。

◆5月29日（日）まで ◆地階＝食料品
〈サイボクハム〉特集

常1日で急速冷却
するところを
室（むろ）で
2～3週間かけて
天然乾燥
させました。

甘口醤油
ベースのタレで
煮込んだ
まぐろの旨味と
チーズのコクが
合います。

・・・495円 ・・・・・・・・・・・・・398円
鴻商店 無垢の星濤
氷砂糖（400g）

石原水産
チーズとまぐろ
（85ｇ）

こだわりセレクション
まるひろがおすすめする厳選の逸品

◆5月31日（火）まで ◆各店・各階＝食料品

【エストローヤル】シュー・ア・ラ・グラッセ
（1個）

【cocoro】エッグバウム
（カスタードクリーム／1個）

（小倉クリーム・ストロベリー／各1個） 【船橋屋】くずもち
（24切）

あんみつ
（1個）

【香雲堂本店】古印最中
（7個入）

【音羽堂】
加賀紫雲石
（4個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　249円
シュー・パリジャン・シトロン・
グラッセ（1個） ・・・・・・・・・・・・・・　303円

日替りスイーツフェア◆地階＝名店名店新規お取り扱い商品のご紹介
名栗・ケーキ工房〈綵珠（あず）〉

先着100点限り
【グラニースミス】
アップルパイ
（2種計2カット） 864円先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　972円先着100点限り

【千鳥屋総本家】チロリアン
（20本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　843円先着40点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　761円先着40点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　451円先着48点限り

先着48点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　各562円先着各24点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　540円先着50点限り

先着50点限り

NEW

NEW

数量
限定

26●木 27●金

28●土 29●日

先着20点限り

各日先着50点限り

【こすず】
わらび餅
（1箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

【天文館むじゃき】
ベビー白熊（1個）・・・・573円

各日先着50点限り

【船橋屋】
くずもち（24切）

あんみつ（1個）
761円各日先着40点限り

451円各日先着24点限り

・・・・・・・・・・・・・・515円極あらフランク（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・206円豚小間切れ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・422円
豚ロース味付味噌焼肉用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・1,080円
ゴールデンポークロース・肩ロース
しゃぶしゃぶセット
（各160g入／計320g入）

5/28●土・29●日限り肉の日限定お買得

先着30点限り

5/26●木・27●金限り 5/28●土・29●日限り 5/30●月・31●火限り

飯能市・名栗川の畔に建つ古民家の手作りケーキ屋さん〈綵珠（あず）〉の、
厳選した材料を選び、ひとつひとつ手作りした芳醇な味わいのスイーツです。

③柚子バー
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・195円

②フロランタン
（1個）

①ハレーショコラ
（クランベリー／1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円

・・・162円

　【銀座コージー
コーナー】
CoCoゼリー各種
（マンゴー・マスカット／

各１個）・・・・・・・・・・・206円
　【ロイスピエール】
狭山茶のプリン
（６個入）・・・・2,160円

① ②

③

スイーツ特集味美チイ
オ シ

日替りスイーツフェア

彩の国パンフェスティバル
※数に限りがございます。 ※写真はイメージとなります。

アップルパイ（2種計2カット）
〈グラニースミス〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　864円先着80点限り

〈大吾〉爾比久良
（2個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,010円先着80点限り ・・・・・・・・・・・・各1,080円

〈香雲堂本店〉
 古印最中
 （7個入）

972円各日先着60点限り

〈さいたま市・畑のコウボパン
 タロー屋〉季節の酵母の
 カンパーニュ各種
 （1/4カット）

〈入間市・ＰＡＮＪＡ（パンジャ）〉
 牛ホホの赤ワイン煮込み
 （1個）

・・・・・410円から
・・・・・・・・・・・・・・・346円 ・・・・・・・・・・・・・486円

〈麻布昇月堂〉一枚流し麻布あんみつ
 羊かん（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円先着50点限り

〈みずの〉塩大福
（5個入） 670円先着150点限り

※午前11時からの
   販売となります。

※各ブランドその他多数商品
　を取り揃えております。

〈ヨックモック〉
シガールアイスクリーム
（バニラ・チョコレート／各5本入）

26●木

29●日

30●月
31●火

27●金

28●土

◆地階・食品催場

◆地階・食品催場予告

〈幸手市・ｃｉｍａｉ（シマイ）〉
 黒糖くるみ
 （1/2本）

NEW

NEW

NEW

NEW

27●金29●日 31●火28●土30●月

数量
限定

名店感謝袋特別販売

名店の洋菓子を彩り豊かに詰合せました！

◆各店・各階＝名店

〈熊本県・風雅〉特別販売会
◆各店・各階＝名店

父の日ご予約承ります。
◆各店・各階＝名店／和洋酒

※数に限りがございます。

〈アンデルセン〉おすすめパン特集
◆各店・各階＝アンデルセン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

洋菓子感謝袋（チョコレート、クッキー、パイ、ミルフィーユ／
計7品）

・・・・・162円

風雅巻き20本ミックス（箱入）
（醤油大豆・わさび大豆・塩ピーナッツ・
醤油ピーナッツ各4本、醤油カシューナッツ・
梅大豆各2本／計20本入）

オストクノーバー
（クルミ／1個）

良質な海苔を使った豆菓子。
バラエティーに富んだセット
を特別価格でご用意いたし
ました。

クルミの入った生地でマリボー
チーズを包んで焼き上げました。
クルミの香ばしさとチーズの塩
味が良く合います。

・・・2,365円

　〈叙々苑〉
特製カルビ弁当
（1折／約22.5×15×
高さ5cm）

・・・・・・・・・・・・・・・5,724円

・・・・・・・3,564円

　〈久喜市・寒梅酒造〉
名入れの酒（純米吟醸
生もと甕囲い／1.8ℓ）

（純米大吟醸さけ武蔵
720㎖・純米吟醸1.8ℓ／

各1本）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

先着30点限り

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

飯能店からのお知らせ 入間店からのお知らせ 上尾店からのお知らせ 坂戸店からのお知らせ東松山店からのお知らせ川越店からのお知らせ

●川越店 ●飯能店 ●東松山店
●上尾店 各店食料品売場5/26木　30月

26木 26●木限り

27●金限り 28●土限り 29●日限り 30●月限り

26●木限り

5/26●木　29●日 5/26●木　29●日26●木限り


