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2016

049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 店

〒350-8511 川越市新富町2-6-1

まるひろホームページ
営業時間：午前10時～午後7時

http://www.maruhiro.co.jp

049（224）1111（大代表）

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。

5/26 木川越店

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」●川越店 次回店休日のご案内 8月24日（水） ※アトレマルヒロは営業しております。

   ぜひご利用くださいませ。

東京西川、450周年の歴史。初代西川仁右衛門が19歳の時、蚊帳などの
生活必需品の行商を始めた永禄9年（1566年）を創業の年と定めています。

リサイクルきもの・たんす屋まつり単衣・夏物大特集
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今週の5階催場のご案内 ◆5月30日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉

まるひろ限定

エコ＆ナチュラルフェア
Eco&Natural Fair

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。

生活習慣病予防に話題のオメガ
3系脂肪酸が豊富な荏胡麻。昔
ながらの圧搾法で搾った純国産
ピュアオイルです。

　　　　
〈荏胡麻屋〉荏胡麻油
（93g）

【地階・和洋酒】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

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％）

【2階・スタイリッシュガーデン】

・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,880円

サイザルバッグ（原料：サイザル）
①
②

サイザルは強靭で光沢があり、柔軟性や弾力性に
富み、その特徴を生かして主にバッグなどに加工
されています。伝統的な機能性とシンプルさが備
わって、世界中の女性たちに広く愛されています。

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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

〈サイコバニー〉
紳士半袖ポロシャツ
（綿100％）

スロギーゼロフィール
（M～LL）

【4階・カジュアルパーツ】

・・・・・・・・・・・・・14,040円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540,000円

・・・・・・・・・・2,808,000円

・・・・・・・・・・・・・486,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・540,000円

・・・・・・・・・・・・・・356,400円

3,024円から

〈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）

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。

【5階・寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

〈武州中島紺屋〉
藍染半袖Ｔシャツ
藍染ストール
藍染作務衣

埼玉県の伝統的工芸品指定を受けた、素朴で
安らぎのある味わいが魅力の武州正藍染。
埼玉県羽生市に工房を有する〈武州中島紺屋〉
より、オリジナルアイテムをご紹介します。 

【４階・エンジョイスペース８】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,760円

【3階・ウィークエンドスタイル】
・・・・・・・・9,612円

・・・・4,860円

ワイドパンツ
（綿50%・指定外繊維（テンセル）50%）

バッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円□ブラウス（麻100%）

ブライトクールフェア     
    

「武州中島紺屋
〈武州正藍染〉
期間限定販売会」
「埼玉県認定伝統工芸士　
新島大吾氏主宰 藍染体験会」

ＰＡＮＤＡ ＢＬＡＣＫ
ＲＥＷＥＡＲ ＰＲＯＪＥＣＴ

→

5月31日（火）まで　各階にて開催

1階

4階

このアイコンが
目印です。

▲ 会員様のみのお得な情報を
右のQRコードを読み取ってアクセスし、「友だち追加」で登録してください。
会員様のみのお得な情報を配信します。詳しくは係員までお申しつけください。

暮らし、素敵に。 まるひろ川越店

ワークショップイベントのご案内

　　　　　 〈トリンプ〉
スロギーゼロフィールフェア

◆6月1日（水）～6日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

ワコールサンクスセール
＆

夏のクイーンサイズバーゲン
　　　一足早い夏の
婦人ファッションバーゲン

●予告
川越店 次週5階催場のご案内

日6/19○　父の日
「ありがとう」記念日。

2016 MARUHIRO Father,s Day GiftCollection
まるひろ　　父の日ギフトコレクション

ウサギとスカルをモチーフにし
たポップなブランドロゴが特徴
的。ボタン部分と襟裏のマド
ラスチェックの布帛がポイント。

〈サフィール〉
シューケアギフトセット
（7点セット）

【4階・紳士靴】

・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈ピープルツリー〉
ミディアムローストコーヒー
（粉／200g）

フェアトレードジャム（200g）918円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・907円

〈ピープルツリー〉
Tシャツ
（綿100％）・・・・・4,860円

●ふとん3枚1セット・・・・12,960円

フランス製有名シューケア・
レザーケアブランド。このセット
ひとつでお手入れの基本が
すべて揃います。

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

【5階・寝具】
・・・・・・・・・・・・・17,280円

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。

【5階・家庭用品】

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。

【アネックスB館・
レ・フルールマルヒロ】

・・・・・1,188円

お父さんへ、いつも家族のため頑張っている感謝を込めて。

東京西川　　周年祭450
西川は2016年、創業450周年を迎えました。

・・・・・・・・・・・・・10,800円

軽量タイプ敷きふとん（側地：綿100％、
詰め物：ウール50％・ポリエステル50％、0.7kg、
ウレタンフォーム（50mm）、ポリエステル100％、
0.7kg／100×210cm）

白洋舎ふとんクリーニングフェア開催中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

接触冷感敷きパッド
（表地：ポリエチレン60％・レーヨン20％・綿10％・
ナイロン10％（ツヌーガ）、詰めもの：ポリエステル
100％／100×205cm）

・・・・・・・・・・・・・・・4,860円
洗える羽毛肌掛けふとん（側地：ポリエス
テル85％・綿15％、詰めもの：ダックダウン50％・

0.25kg／150×210cm） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
有名ブランドタオルケット
（綿100%／140×190cm）

450周年記念数量限定お買得品

林　正太郎
作陶展

古稀記念

お呈茶席の
ご案内
●各日　午前11時
～午後4時

  
  

ギャラリートークのご案内

 

●26日（木）：水村素恒先生 御社中（翠松会）
●28日（土）：穂刈宗美先生 御社中（表千家）   

●29日（日）：三上宗良先生 御社中（裏千家）    

●26日（木）・28日（土）
　各日午後2時開演

赤志野耳付香炉（幅15.0×奥行12.5×
高17.5cm）

志野四方壺（幅23.0×奥行17.0×
高26.5cm）

万葉彩富士絵扁壷（幅26.5×奥行19.0×
高26.5cm）

林正太郎先生は、桃山時代以来の歴史を誇る美濃焼の中で
伝統技法を守りながら、大胆なフォルムと数種類の長石をブレンドし、
釉薬を施した「志野」の他、「万葉彩」など現代的美術の要素を取り
入れた独自の作風の作品を発表されています。今展では新たに
美濃唐津、美濃伊賀、美濃白萩などの作品も発表いたしますので、
ぜひご高覧ください。 ○美濃白萩茶盌（幅13.2×奥行13.2×

高9.2cm）
→

小さなアニマルの乗ったサボ
テン鉢です。忙しいお父さん
の机に飾って癒しのひと時を
贈りましょう。

アニマルのサボテン寄せ
（W15×H11×D8cm）

◆6月14日（火）まで ◆2階・トリンプコーナー

◆下取り期間：5月31日（火）まで
◆5月31日（火）まで
◆1階・婦人雑貨 ◆5月31日（火）まで

◆5月29日（日）

◆参加費：1,080円から

〈育児工房〉フェア

6階 ◆6月7日（火）まで

まるでノーブラ感覚のラクな着け心地が特長の「スロギー
ゼロフィール」。縫い目が一切ない切りっぱなしの素材を採用し、
継ぎ目は縫わずに接着することで
肌に溶け込むようなフラットさを
実現しました。

 
Friendly,Fair and 
Fashionable“親しみ
やすくフェアでおしゃれ”
をモットーに作り手も
買い手もちょっぴり
幸せな気分になれる
品 を々ご紹介いたします。

生まれてきた赤ちゃんに最高の
気持ちいいを届けたい～という
思いから生まれた、オーガニック
コットンの新生児ウエアをご紹介
します。

※カラーによって展開サイズが異なります。

エコ＆
ナチュラル
フェア
イベントの
ご案内 婦人ブラックフォーマルウェア1着につき、期間中、

婦人ブラックフォーマル（スーツ・アンサンブル）
ご購入時にご利用いただける5,400円分の
クーポン券を１枚差しあげます。

※クーポン券ご利用期間中、対象売場で54,000円お買上げごとに1枚ご利用いただけます。※お1人様
2枚までのご利用とさせていただきます。※クーポン券は、現金または、他のギフト券とのお引き換え、その他
の割引・ご優待との併用はできません。※また、Mクラブカード によるポイントは付与されません。

※掲載の商品は一例です。

●クーポン券ご利用期間：6月30日(木)まで
●下取り受付場所：2階・婦人フォーマル売場

●ご利用場所：2階・婦人フォーマル売場

婦人ブラックフォーマル
下取りキャンペーン

アフリカンスクエアー期間限定ショップ

ご不用になられたブラックフォーマル
（スーツ・アンサンブル）をお待ちください。

　　　　ふとんクリーニングフェア
◆5月30日（月）午後5時まで 
◆5階催場

◆5月29日（日）まで 
　各日午後5時まで
◆地階・和洋酒

◆内容：オリジナルポーチ作り
　（ポーチに刺繍、ビーズなどをアレンジ）
◆開催日：5月28日（土）・29日（日）
　各日午後2時～午後3時30分
●定員：各回4名様  ●参加費：3,240円（材料費込）
●ご予約・お問合せ先：049-224-1111（大代表）

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。

●オプションでふとん保管サービスも
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。

　　　　　　
　　　　　　 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。大正４年から続く〈京都
紋付〉が、京黒紋付染技術を
用い、職人の手で黒く染め
替えを施します。

1階

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。

Present 
期間中、〈荏胡麻屋〉にて
2,160円以上お買上げの
お客様に「荏胡麻オイル
カプセル３日分」を差しあ
げます。※数に限りがございます。

①午前１０時３０分～正午１２時　
②午後１時～午後４時

（材料費込）

●5月27日（金）まで、紳士雑貨売場にて
事前ご予約を承っております。
ご予約優先となります。 
※数に限りがございます。なくなり次第終了となり
ますのであらかじめご了承ください。

同時開催

①

①

②

②

Present  期間中、スロギーゼロフィールを含む
5,400円以上お買上げのお客様先着30名様に
「トリンプオリジナル洗濯ネット」を差しあげます。

○万葉志野深鉢
（幅46.0×奥行42.0×高43.0cm）
→

○1874年
（明治7年）
三つ割銀預り帳
（従業員の賞与の記録）

→

○1923年
（大正12年）の
西川商店と日本橋風景

→
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ご家庭で洗えるウォッシャブルタイプの羽毛
肌掛けです。

片面シャーリングタイプで柔らかな人気ブランド
タオルケットです。

軽量タイプで毎日の取り扱いが楽な敷き
ふとんです。

ひんやり夏場に爽やかな冷感パッドシーツです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈タニタ〉
①塩分計 しおみくん
（SO303）

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

2016エコ＆ナチュラル
まるひろ青空フリーマーケット

好評につき昨年に続き、第2回目の開催です。

◆開催日時：5月28日（土）
　午前10時～午後2時
※荒天の場合は、5月29日（日）に順延。
5月29日（日）が荒天の場合は、中止させていた
だきます。
◆7階屋上特設会場
※お申込み方法：まるひろ川越店HPに
アクセスし、フリーマーケット主催団体協議会
HPにて必要事項を入力してください。

開催のお知らせ

同 時 開 催
衣替えお手入れキャンペーン

数量限定

晴雨兼用傘
（綿50％・

　　麻50％／

　　親骨の長さ：

　　47cm）

14,040円

染めた
後

エコ＆ナチュラルフェア
◆５月31日（火）まで

ライフスタイル雑貨〈タミーズ・トリーツ〉

※詳しくは、まるひろ
ホームページを
ご参照くださいませ。

荏胡麻商品
試食販売会



※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


