
6/22水
〒350-8511 川越市新富町2-6-1

営業時間：午前10時～午後7時
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。
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp

2016

川越店

※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。 

 ポイント6/22水1日限り
まるひろMクラブカード会員様

※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。食品日替り特価生活応援プライス ◆地階・食品売場6/22 26水 日

33 倍

彩の国から夏の贈り物
2016 まるひろのお中元

◆7月25日（月）まで
◆5階催場〈最終日は午後5時閉場〉お中元ギフトセンター好評開設中！ 埼玉名産品ギフトは

彩の国の百貨店
「まるひろ」で。Kobaton

まるひろ
Mクラブカード
会員様

本日 食料品ポイント フェア 3  3 倍
6/22□1日限り水

◆ 地階 ◆5階催場お中元ギフトセンター

※ポイントは本体価格で計算させて
いただきます。※一部除外品もございます。
※他の割引ご優待との併用はできません。
※詳しくは係員におたずねください。 

本日

※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。※写真はイメージです。

ペアで
行く！

ペアで
行く！

大感謝祭
まるひろ全館

●6月28日（火）まで ●各階にて開催

●6月27日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉 ●10階・さくら草ホール

期間中、ご来場のお客様先着300名様に「アキモト おいしい備蓄食缶入ソフトパン（賞味期限3年）」を差しあげます。
ご来場粗品 

抽選会開催店舗合計

100組
200名様

賞品
1

賞品
2または

当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※写真は全てイメージです。

夏の

23木

22水

24金 25土26日

オープニング大特価

〈山形県産〉佐藤錦
（1パック） 499円

播州揖保の糸 素麺（300g）・
冷麦（400g）（各1個）・・・・各279円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円【丸広ミート】群馬県産

やまと豚店頭表示価格（税抜）
よりレジにて ・・・・・・・全品2割引

アイスクリーム（ハーゲンダッツ
を除く）店頭表示価格（税抜）

よりレジにて・・・・・・・・・・・・・・・4割引

にんべん つゆの素
（1000㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【東信寿司】まぐろ漬丼
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

紀州小橋 つぶれ梅はちみつ
（塩分8％／300g・1パック）399円

【塩干コーナー】
〈伊豆下田小木曽商店〉
真あじ開き（3枚入）・・・・・499円

〈愛知県産他〉
トマト
（1袋）

・・・・・・・・・・299円

【東信水産】
〈千葉県産他〉
かつお刺身用
（1柵）680円

〈ニュージー
ランド産〉
ゴールドキウィ
フルーツ
（1個）・・・・・・・99円

雪印メグミルク
メグミルク牛乳（1ℓ）189円

【東信水産】
〈和歌山県産他〉生めかじき
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円

【丸広ミート】国産若鶏
もも肉（100g当り）・・・・・・・・・99円

〈埼玉県産〉きゅうり
（3本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

マルコメ
京懐石
（650g）299円

先着300点限り

お１人様2点限り

先着500点限り

先着300点限り

先着1500本限り

【東信水産】「魚の日」
握り寿司
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・全品2割引

【丸広ミート】〈国内産〉
黒毛和牛焼肉用各種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・全品2割引

丸広 枝豆寄せ豆腐
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

【丸広ミート】国産牛
（交雑種）もも切り落し
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・458円

〈埼玉県川越産〉（産地直送）枝豆
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円

先着300点限り先着300点限り
〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（3個） 499円 各日先着50点限り各日先着50点限り

〈群馬県産〉（産地直送）レタス
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・99円
〈鳥取県産他〉カットすいか
（1/6カット） 499円

にんべん
フレッシュパック
ソフト（4g×10袋）
・・・・・・・・・・・299円

堀商店 新潟県
岩船産
コシヒカリ（5kg・
1袋）1,880円

金笛 春夏秋冬のだしの素
（1ℓ）・胡麻ドレッシング（390㎖）

各599円

【東信水産】〈長崎県産他〉
真あじ刺身（1盛）・・・・・・499円

よりどり2個

各日お1人様各2点限り

■応募期間：6月28日（火）まで（営業時間中）
■応募受付：1階・西口プラザ／東口サービスセンター前

約400万輪のユリ畑
「ハンターマウンテン」那須高原！
約5万株のメロカリスと回顧の滝

山梨で白桃もぎ取り＆冷えた桃
食べ放題! クラブツーリズム
【特別企画】ぴちぴちピーチ

応募期間中に対象売場にて1会計で1スタンプ、3スタンプ集まり
ましたら、『クラブツーリズムバスの旅 人気の日帰り旅行が当たる
抽選会』に1回ご応募いただけます。なおMクラブカード会員様は、
プレミアム特典としまして1応募につき1スタンプサービスいたします。

『クラブツーリズム バスの旅』が当たる！

39
Thank You

【6階・ベビー】【2階・オンシーズン】

サンキューセール 有名メーカー協賛
靴・バッグ アウトレットバーゲン

大感謝 ※なくなり次第終了とさせていただきます。
※ポイントサービスの対象外となります。袋

・・・・・・・・・・・・・5,400円

サマー
アイテムセット
・カットアンドソーン×2
・ニットカーディガン
・ブラウス

【2階・スタイリッシュガーデン】

20点限り

・・・・・・・・・・・5,400円

〈ユミカツラ〉
紳士洋品袋
　　・半袖シャツ×2
　　・半袖ポロシャツ×1
　　・Tシャツ×1／計4点

Mサイズ：8点／Lサイズ：12点限り

※写真は一例です。※写真は一例です。 ※写真は一例です。※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

17,280円

　〈マリメッコ〉
リュック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,390円
　チュニックブラウス各種

・・・3,990円から

　〈チヨダ靴店〉
婦人スニーカー
特集

・・・54,000円

　〈ワタイチ〉
ハ虫類バッグ
（キーケース付）

16,200円から

　〈H.P.S〉
婦人コンフォート
シューズ特集

20点限り

【4階・スポーツ】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,900円

　〈ミズノ〉アイスタッチ
半袖ポロシャツ各種

30点限り

　有名ブランド ガーゼ肌掛布団

【5階・寝具】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　・・・・・・・・・・・・・　3,900円20点限り

【5階・食器】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　390円
　うつわ各種（有田焼・瀬戸焼）

200点限り

【6階・ベビー】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,390円
　ベビー甚平各種

50点限り

感謝を込めて、選りすぐりのお買得品をご用意しました！

◆6月28日（火）まで
◆地階・中央エレベーター前特設コーナー

特別販売会

※当コーナーでのお買物はポイントサービスのご利用
対象外となります。※数に限りがございます。品切れの
際はご容赦くださいませ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
グーテ・デ・ロワ 簡易大袋
（2枚入×13袋／26枚）

,

3,240円から

婦人靴
コンフォートシューズ・
ウォーキングシューズ・
サンダル各種

婦人バッグ

5,400円から

カゴバッグ・
ショルダーバッグ・
リュック各種

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

先着200点限り 各日先着500点限り



049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 店

※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。
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◆6月27日（月）まで ◆5階催場
〈最終日は午後5時閉場〉

※当会場でのお買物は、ハンズクラブカードはご利用いただけません。

まるひろ川越店と東急ハンズによる
なるほどがたっぷり詰まったハンズ市の開幕です。

地震を感じると
自動で電気を
遮断する便利
な機能。
通電火災対策に。

・・・・・・・・・・・・・3,980円

●⬅感電ブレーカー
アダプター ヤモリ

ご自宅で泉州水ナスが漬けられるヌカ漬
けキットです。第55回大阪インターナショ
ナルギフトショー大賞受賞商品。
産地直送の美味しい泉州特産
水なすついてきます！

おうちで！オフィスで！
お手軽フィットネス！フィットネス
クラブ「東急スポーツオアシス」
から人気グッズが登場します！

1950年代のアメリカ雑誌の切抜きや、
レトロテイストの雑貨特集です。

ハンズの大人気
商品！秋田生まれ
の水垢洗剤です！

美しくなりながらも、
歌舞伎役者や人気
漫画の主人公に
なれる大ヒットフェイ
スパックが勢揃い！

椿の種子から採った天然100％の
椿油です。マイクロスコープを使用
した頭皮チェックを行います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,130円

・・・・・・2,036円

・・・1,980円から ・・・・・・・・・・・・756円

●⬆ツケルタベル

●⬆東急スポーツオアシスの
フィットネスグッズ

●⬅ 1940年～60年代の雑誌広告の
切り抜きコレクション

●⬅茂木和哉

●➡クールジャパン
フェイスパック
各種

・・・・・・1,188円

・・・・・・・・・・・432円から

作業療法士のアイデア
を凝縮して快適な座り
心地を実現した、プレミ
アムな座椅子です。

限定5台！お掃除ロボット「ルンバ」の
エントリーモデルです。

アイデアキッチン雑貨部門人気ナン
バー1の会場限定お買得セットです。

カビとニオイの気になる所に吊るす
だけ！！梅雨時に大活躍する抗菌防
カビ消臭シートのお買得セットです！

大人気！国産
ナチュラルコ
スメ。外箱に
傷ありの訳あ
り商品です。

●➡ピントチェア
リビング59,400円

整体院「SKP
整体」開発の
骨盤矯正
ベルト。
整体院の
先生による姿勢
の無料アドバイス実施。
●➡骨盤先生
上下セット

©Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK
・・・・・34,560円

人気キャラクターが大集合！
特設ステージで、ちょっとお得な
雑貨市を開催します。

●⬆大島椿（40㎖）

腰や背中の
負担が軽減するクッションシート。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,804円
●⬆バックジョイ リリーフグリップ

コーヒーを美味しく
飲む為のこだわりの
ボトルです。世界初！
テフロン加工の
ステンレスボトル。

・・・・・・・・・・・3,240円

●➡QAHWA
コーヒーボトル

テレビで話題！少量の油で、弱火
でもよく焼けるフライパンです！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円

●⬆スーパーストーン
バリアフライパン（26cm）

ほぼすべての人の身体に自然にフィット
し、世界で最も快適と言われるワーキン
グチェアです。ニューヨーク近代美術館
（MoMA）の永久収蔵品。

153,360円
●⬅Herman Miller 
アーロンチェアー

ご家庭のフリーザーで、おしゃれ
で楽しい丸い氷がつくれます！

・・・・390円●➡まるまる氷（大）

無線受信機付きで、点灯消灯
がらくらく。昼白色から温かみ
のある電球色に段階的に色も
変えることが出来ます。

業界初のダブルもみ玉（内側・外側）
を搭載し、両脚の同時マッサージを
実現。全身をやさしくほぐし究極の
リラクゼーションに誘います。

・・・・・・・・・・・3,280円

・・・・・28,080円

・・・・・10,584円

・・・・・16,200円

●⬅リモコン式LED電球
ソレイユ

ゆかた

半幅帯

バッグ

97,200円
●⬆メルシー ディーエックス
トレーナー（MD-8400）

・

数
量
限
定
！
お
買
得
品
コ
ー
ナ
ー

特集
東急スポーツ
オアシスの

フィットネスグッズ

特集 キャラクター雑貨市 特集 50’s American Vintage Style

42,984円
●⬅ルンバ622 5点限り

1,512円

各日限定20セット

まるひろMクラブカード会員様予告 全店合計
20,000枚
限定発行！

永久不滅ポイント『まるひろポイント
プレミアムお買物券』交換キャンペーン

※本券は、商品券など各種金券類の購入、チケット、たばこ、収入印紙等、および、まるひろポイントがご利用
　いただけない売場、そのほか店舗の指定する商品にはご利用いただけません。

※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。
※分割払いの回数は3回・6回・10回のいずれかとなります。
※対象商品は一部除外もあります。詳しくは売場係員までお尋ねください。

『まるひろポイントプレミアムお買物券
1,100円分』ご利用店舗

●川越店 ●飯能店 ●東松山店 ●入間店 ●上尾店 ●坂戸店
●日高店 ●南浦和店（食料品売場） ●ららぽーと富士見店

■交換された『まるひろポイントプレミアムお買物券1,100円分』は、その日からまるひろでの
　お買物にご利用いただけます。

通常1,000円分のところ
100円もおトクです！

永久不滅ポイント

200ポイント
まるひろポイント
プレミアム
お買物券 1,100円分期間中

交換場所

●まるひろMクラブカード（クレジット付） ●リーダースカード ●チェリーカード ●メンバーズカード対象カード
交換期間 6/30 7/3木 日

■交換は「本カード名義ご本人様」のみとなります。また、家族カードでの交換はできませんのでご了承ください。

お買物券
ご利用
有効期限 8/31水まで

2016年

●別館4階・Mクラブカウンター（営業時間中）

0
■6月28日（火）まで
■対象売場：1階・ハンドバッグ／ゲンテン／化粧品／
アクセサリー／ヨシノヤ／銀座かねまつ 
2階・婦人服フォーマル 3階・時計／宝飾サロン／
東京ますいわ屋 別館3階・眼鏡 4階・紳士服フォーマル 
5階・寝具／アンジャルダン 6階・ランドセル／ベビーカー

円！ キャンペーン

期間中、対象カードで分割払い（10
回まで）をご利用になる場合、分割手
数料はまるひろが負担いたします。

●まるひろMクラブカード［クレジット付］、
　リーダースカード・チェリーカード

キャンペーン対象カード

まるひろ分割払い手数料 ゼロ

手数料はまるひろ
百貨店が負担します。 期間限定！！

予
告

※本日22日（水）はインストラクター
による実演を行います。

・・・・・・・・・1,980円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,480円
●➡ 24hコスメ
プレミアムUVフェイスパウダークリスタル

●⬅キャベツライトピーラー
お買得セット

●➡においトリ限定セット

20セット限り

姿勢のプロが
お悩み聞きます！

ストレッチ講座も同時開催！
6月25日（土）・
26日（日）

カットアンドソーンやブラウスを中心に
今すぐ着られるアイテムを取り揃えました。

期間中、「オンワードメンバーカード」を
通常のポイントに＋1ポイント差しあげ
ます。

薄くて軽い毎年大人気のカーディガンは、
夏の羽織りに大活躍です。

・・・・・・・・・・・16,200円
　〈組曲〉ブラウス
（綿85%・レーヨン15%）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円

　〈23区〉婦人ウォッシャブルカーディガン
（レーヨン69%・キュプラ25%・ポリエステル3％・
　ナイロン3％）

夏を愉しむ。 オンワード メンバーズカード

●ポイントフェア

1階■6月28日（火）まで

■6月30日（木）まで

■ 参加ブランド ■

※インナーは参考商品です。

※パンツ、バッグは参考商品です。

※写真はイメージです。

［クイーンサイズ］
［スモールサイズ］

対象ブランド

4階

6階

+1

3階

2階

■6月29日（水）
から各階にて
開催

【3階・特設プロモー
ションスペース／
東京ますいわ屋】

オンワード

全品10%OFF


