
※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。

6/29水

2016

上尾店 〒362-0036 上尾市宮本町1-1
営業時間：午前10時～午後7時30分

048（777）1111（代表）
上尾駅東口

まるひろホームページ
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。

http://www.maruhiro.co.jp

上尾駅東口
上尾市宮本町1-1  048（777）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分
６階レストラン＝午前11時～午後9時30分

婦人服のフジヤ2階
☎048-771-3284

◆地階＝食料品6/29 30●水 木 食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

※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。

上尾店は、
8月16日（火）まで

休まず営業いたします。

※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。

専門店より夏のお買得がスタートします。

◆6月29日（水）～7月5日（火）

サマーバーゲン

メガネの横田3階

花のモナミ1階 茶の矢島園地階 十万石ふくさや地階

ステーキのくいしんぼ1階 カフェ・ド・フォーレ2階 うなぎのまるます家6階

☎048ｰ771ｰ6522
バラエティ雑貨のキューズ1階
☎048ｰ774ｰ6464 化粧品のなおえ1階

☎048-771-0651

☎048-773-8210 ☎048-771-2056 ☎048-775-5250

☎048-775-4339

☎048-776-0840 ☎048-775-5199 ☎048-775-2260

サングラス

30％OFF

・・・・・・・・・・・・・・21,924円
アンサンブル
（11号）

・・・・・・・・・・・・・・・11,232円
パンツ
（11号）

・・・3,240円本火入れ手づくり煎茶（80g×2）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
水出し煎茶
（5g×15パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円
リブロースステーキ
（セット付／150ｇ）

・・・・・3,369円
涼かさね
（9本入） ・・・4,406円（12本入）

・・・・・2,332円（6本入）

・・・・・・・・・・・・290円
ブレンドコーヒー
（レギュラーサイズ）

※一部除外品がございます。 ※写真は一例です。

※写真は一例です。

※サンダルは参考商品です。

観葉植物 20％OFF
※一部除外品がございます。

●７月３１日（日）まで

●午前10時～午後7時30分（オーダーストップ午後7時10分）●午前11時～午後10時（オーダーストップ午後9時30分） ●午前11時～午後9時30分（オーダーストップ午後8時）

「瀬戸田のレモン」の果汁を配合。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,079円
うるおいキット
（②化粧水・③洗顔料）

・・・25,245円

〈B.C.A.D.〉
5STEPフルセット（①クレンジング・②化粧水・
③洗顔料・④クリーム・⑤美容液）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円
ミルキュアピュアクレンジングクリーム
（お徳用サイズ／135ｇ）

6月・7月
期間限定コース

加齢による乾燥を防ぎお肌に豊かなハリと
潤いを与える、今話題のユーグレナを使用した
エイジングケア〈B.C.A.D.〉で全ての女性が
手に入れたいと願う上質な素肌へ。

脂身と赤身のバランスが程良く、
きめ細やかな肉質と

肉本来の旨味が楽しめます。

カフェ＆レストラン

ビューティ＆コスメ

・・・1,420円
うなぎのあやめ丼
（酢の物・お新香・味噌汁・茶碗蒸し付）

うなぎに酢の物・茶わん蒸しが
付いた、

当店一番人気のうなぎ丼です。

10％OFF

サロン・ド・ロンシャン1階

☎048-776-2213

ハウス オブ ローゼ2階

☎048-775-2373
ハウス オブ ローゼ リフレクソロジーサロン

サマーセール開催中

BARGAIN
・・・・・・・・1,080円

　インド綿
半袖パジャマ

20%OFF
　Dバッグ

・・・3,024円

〈イグニス〉
サニー
サワーソープ
（120g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・490円
　クリーム抹茶ラテ
（アイス）

490円

　和風
テリマヨ＆
チリタマ
サンド

Summer

Present 
上記の商品をお買上げ
のお客様に「〈イグニス〉
サンプルセット」を差し
あげます。

① ②

④

⑤

③

●月々のお支払いが6,000円の場合・・・
満期受取金額

37,500円
満期時
ボーナス
1,500円

満期時のお積立総額
6,000円×6ヶ月分
36,000円

●6ヶ月コースにおいても、会員様限定の「特別ご優待」「特別セール」ご招待など、さまざまな
　特典をご用意しています。※1年間のお積立コースも新規会員様の募集を行っております。

まるひろ友の会 
RAFFINE Circle 新会員募集中！

Present
※なくなり次第終了となります。

●月々のお支払いが10,000円の場合・・・
満期受取金額

62,500円
満期時
ボーナス
2,500円

満期時のお積立総額
10,000円×6ヶ月分
60,000円

●お申込み・お問合せ 6階＝友の会カウンター

ご入会のお客様に
「ファッションバッグ」を
差しあげます。

月々の積立を半年間お続けいただくと、
満期時にお積立総額にボーナス金額を
プラスしたお買物カードとしてご利用
いただけます。
今月中にご入会で12月に満期受取、
お買物ができます。

各階にて開催予告 7.1FRIスタート。

まるひろ上尾店屋上 2時間

まで

【フロ プレステージュ】
真だこのマリネ
～レモン
ドレッシング～
（100g当り）・・・・・・・・・・・346円

北海道バイオインダストリー　
北海道タマネギドレッシング
（200㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

半夏生にタコを食べる由来は？

半夏生半夏生

にんべんフレッシュパックソフト
（4g×10袋・1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

タカノフーズツインパック豆腐
（絹・木綿／各200g×2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

〈茨城県産他〉青肉メロン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　599円

〈国内産〉黒毛和牛もも切り落し
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

はごろもシーチキン
（Lフレーク・マイルド／

各4缶入）・・・・・・・・・・・・・399円

【デリカ味彩】
ささみ梅しそ立田揚げ
（5個入・1パック）・・・280円

小岩井    生乳100%
ヨーグルト（プレーン・クリーミー
脂肪0／各400g）・・・189円

アサヒ スーパードライ
（350㎖×6缶）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,098円

キッコーマン特選丸大豆
しょうゆ・減塩しょうゆ
（各1ℓ・1本）・・・・・各299円

【デリカ味彩】
たこ唐揚
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・320円
大粒たこ焼き
（1パック）369円

【魚力】〈モーリタニア産〉
真ダコ（茹）
（100g当り）・・・・・・・・・・・238円

日本ハム 彩りキッチン
ロースハム3連（36g×3）・
ハーフベーコン3連
（31g×3）・・・・・・・・・・・各279円

国産牛（交雑種）
店頭表示価格（税抜）より
レジにて・・・・・・・全品2割引

【魚力寿司】
ネギトロ巻き
（中巻き／1パック）350円

【魚力】
〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（１切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120円

【塩干コーナー】
〈長崎県産〉真あじ開き
（3枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480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

アサヒコ 昔あげ
（2枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79円

JA全農たまご 
ピュアテイストたまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

キリン 一番搾り
（350㎖×6缶）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,098円

【魚力】
刺身盛合せ
（3点盛・1パック）・・590円

【塩干コーナー】〈ロシア・
アメリカ産〉辛子明太子
（100g入）・・・・・・・・・・・・・399円

【デリカ味彩】
5種の野菜のキッシュ
（2個入・1パック）・・380円

〈群馬県産〉
（産地直送）ほうれん草
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

宮城県産サイボク豚
小間切れ
（100g当り）・・・・・・・・・・199円

30木29水

●〈青森県産〉カット長芋
（1袋）

●肉団子
（100g当り）

●塩味枝豆
（100g当り）

●でん六 でん六豆
（110g）

●グリコポッキー・
ポッキー極細（各2袋入）

●丸広 一等小麦
使用パン粉
（230g）

●明星 一平ちゃん
夜店の焼そば
（135g）

●カップ印 白砂糖
（1kg・1袋）

●スジャータ ブラジル
アイスコーヒー（加糖・
無糖／各1000㎖・１本）

●明治
十勝ボーノ切り出し
生チーズ（モッツアレラ・
チェダー・ゴーダ／各4本）

●グリコ 朝食りんご
ヨーグルト・朝食レモン
ヨーグルト（各70g×3）

先着200点限り

先着500点限り お1人様1ケース（6点）限り

先着200点限り

先着100点限り

●〈新潟県産〉まいたけ（120g･
1パック） 先着300点限り

●〈高知県産〉みょうが（2本・
1パック） 先着200点限り

●〈愛知県産〉トマト
（1個） 先着200点限り

●〈埼玉県産〉きゅうり
（3本） 先着1500本限り

先着各150点限り

先着各150点限り
お1人様1点・先着300点限り

お1人様5点限り

青果

【デリカ味彩】 菓子

セルフマート99円均一セール99円均一セール
オープニングサービス

7月1日（金）は
◆7月1日（金）まで ◆地階＝食料品

◆6月29日（水）～7月5日（火） ◆地階＝食料品
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

北海道産タマネギの旨みを
たっぷり詰め込んだ醤油
ベースのドレッシングです。
口あたりの良さと、
コクの深さが特徴です。

佐々直 笹蒲鉾
（8枚入）・・・・・・・・・・・378円

佐々直独特の製法で
ソフトに焼き上げた
仙台名産の笹かまぼこ。
わさびの他、おろしでも
ご賞味ください。

本日の目玉品

※１品3,000円（税込）以上の品、全国送料無料
●8月14日（日）まで

半夏生の日には、田に植えた
苗がタコの足のようにしっかりと
根付くようとの願いを込めて、
地域によりタコを食べる習慣が
あります。

●地階＝名店・特設会場

彩の国から夏の贈り物 2016まるひろのお中元

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。

◆7月25日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉 ◆6階催場

●下記のまるひろ友の会会員証、 まるひろMクラブカードのいずれかをお持ちのお客様は、
　 さくら草マークがついたピンクのご注文カードの商品を本体価格より10%割引でご利用いただけます。

10%OFF

カード提示で

10%OFF

カード提示で

友の会会員様・Mクラブカード会員様　
まるひろのお中元 早期特別ご優待

ピンクの
カードが
 目印です。

あす6月30日（木）
までに限り

Kobaton

まるひろホームページからも一部
お中元ギフトをご注文いただけます。 http://www.maruhiro.co. jp/検索丸広百貨店

ヨーグルト味の層にフルーツが
爽やかなジュレと、柑橘系の
2層のジュレです。

【ヨックモック】
シガール七夕パッケージ
（10本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・670円

【フロ プレステージュ】
スタージュレ（カラフルフルーツ・
オレンジ＆グレープフルーツ／
各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・422円

おなじみシガールが七夕
パッケージになりました。気軽な
プレゼントにもおすすめです。

【アンデルセン】
ひこ星さま・おり姫さま
（各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各249円

●7月7日（木）まで ●7月1日（金）～7日（木） ●7月4日（月）まで ●7月5日（火）限り

ひこ星さまはレモンカスタード
クリーム、おり姫さまはチョコ
カスタードクリーム入り。 【しろたえ】チーズケーキ

（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　260円

レモンのきいた濃厚なチーズ
ケーキと、カスタードクリーム入の
シュークリームです。

7月7日（木）は七夕。まるひろサマーバレンタイン ★七夕スイーツ特集★★七夕スイーツ特集★

※10％割引商品につきましてはポイントサービスの対象外となりますのでご了承ください。

まるひろMクラブカード
（現金専用）

まるひろMクラブカード
（現金・クレジット併用）

まるひろ
友の会会員証

【京都・七條甘春堂】
天の川
（240ｇ・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・918円

夜空を映した濃い青の琥珀羹
に銀箔の星を散りばめ、七夕を
イメージした二層の羊羹。

先着300点限り

シュークリーム
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　180円先着250点限り

※午後12時30分からの販売※午後12時30分からの販売●地階＝特設会場
【新宿高野】

■ピーチシフォン
クリーム入
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

D

■ピーチロールケーキ
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
C

■クリーム・ド・マンゴー
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260円
B

■クリーミーメロンパン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円
A

■A ■B

■C ■D

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
ハーフパンツ
（120～160cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円
〈プーマ〉
Ｔシャツ
（120～160cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各4,428円

〈モーダ・リネガ〉
紳士半袖ポロシャツ（日本製／S～LL）
①（ポリエステル80％・綿20％）・
②（ポリエステル65％・綿35％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円から
ポーチ各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円から
国産い草各種

・・・2,192円
キッズパンツ
（綿95％・ポリウレタン5％／
110～130cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,192円
キッズトップス
（綿100％／110～130cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,796円

〈エニイファム〉
レディスワンピース
（レーヨン55％・綿45％／2・3）

1階＝エニィファム

4階＝カジュアルパーツ2階＝ハンドバッグ 5階＝ボーイズ 5階＝インテリア

2日間限り！ 夏のお買得品 ◆6月29日（水）・30日（木） ◆各階にて開催

① ②

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※数に限りがございます。

デパート館専門店街



※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。

美と健康フェアBeauty&Healthy Fair ●6月29日（水）～7月4日（月）  ●6階催場
〈最終日は午後5時閉場〉　

おすすめ商品コーナー

●血管年齢測定

●骨チェック

加速度脈波計を使って、わずか指１本で
血管の推定年齢をスピード測定。

直立時、地面との傾斜が15度
になるよう設計した靴底により、
背筋が伸びた姿勢となります。

合計40枚のエアバッグが立体的に
じっくりと押し、ストレッチするエアほぐし。
頑固なコリをほぐす鍵は、
「空気」でした。

上半身を２種類４つのもみ玉で、
足元とふくらはぎは
エアーバッグでマッサージ。

ふくらはぎも足裏もみんな満足、ウイング型マッサージャー。
この心地よさは感動です。

スポーツに、オフィスに。持ち歩ける水素水生成ボトルが誕生しました。

右足のかかとで測定。骨の状態を
わかりやすく『骨振動レベル』で
表示します。

●体脂肪測定
皮下脂肪・内臓脂肪を含めた脂肪を測定。
見た目が痩せている人でも、体脂肪率は
要チェックです。

国産初超軽量敷き布団。ご自宅で体感できる
岩盤浴敷き布団を体験してみませんか？

ウィッグフェア 健康寝具フェア 健康ジュエリーフェア
つけている感じのしない自然な仕上がり。
わずか10gからのふんわりウィッグを
この機会にぜひお試しください。

かかとのない
健康シューズ ロシオ

第２の心臓と
言われるふくらはぎ
を温め活性化し、
血流を良くします。

エアーで、優しくダイナミックに。
もみ玉レスの新感覚
マッサージ。

４つのもみ玉とエアーで、
快適なリラクゼーション

疲れが溜まったら、ふくらはぎをマッサージ。

携帯用水素水生成ボトル“ポケット”

紫外線予防と対策に。

医療用機器
ジュエリー・
健康
ジュエリーを
無料体験
できます。

岩盤浴軽量敷き布団（シングル）

岩盤浴枕

・・・・・・・149,040円

ロシオ シルフィーノα

グランディス
（オーダーカラー／4色）

レグラ
ふくらはぎ
サポーター
（２枚組）

〈ビーバンジョア化粧品〉
①オウゴンアクアMKパック（200g）
②薬用UVエッセンシャルベース（52㎖）

※ご注文後、商品のお届けまでに
　１ヶ月程度いただきます。

・・・・・・・・・・・・・13,824円

・・・・・・・・・・8,640円
12,960円

充電式水素水サーバー“ポケット”
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

・・・・・・・・・・・・・・・328,114円

ギューットモミモミ・セレヴィータ・・・・・・各108,000円

24,840円 ・・・・・・・・・・・257,143円

LOFEアーチサポート

①（5/24K　WG）79,920円 ②（K10WG）151,200円
③（K18YG）196,560円 ④（K18WG）216,000円

家庭用永久磁石磁気治療器
（医療機器製造販売認証番号222AGBZX00109000）

・・・・39,800円から ・・・・・・・・・・・・・・・・89,800円から
①部分ウィッグ ②医療用フルウィッグ

9,720円 岩盤浴クッション5,184円
※その他のサイズもご用意しております。

○2 ○3 ○4○1

① ②

（8.0～7.5mm）

259,200円
（7.5～7.0mm）

129,600円
（8.5～8.0mm）

367,200円

 90,000円

Pt花珠
パールリング
（7.5mm／
ダイヤ付）

 140,000円

Ptダイヤ
3石リング
（0.5ct）

・・・16,800円

K10ダイヤ
プチネックレス
（0.01ct）

12,800円

K10
ダイヤリング
（0.03ct）

14,800円

Ptダイヤ
プチネックレス
（0.050ct）

ナチュラルホワイトパール
ネックレス・イヤリングセット

 68,000円

Ptダイヤ
H&C
ネックレス
（0.2ct）

 49,800円

白蝶（南洋珠）
パール
ネックレス
（13mm）

168,000円

K18
ダンシング
ジュエリー
ネックレス
（S1-2クラス／
Hカラーgood／
0.333ct）

●純国産（母貝の管理から採取まで、長崎県壱岐で養殖）
●全国真珠品評会にて「農林水産大臣賞」
2年連続受賞

 98,000円

Ptダイヤ
H&C
リング
（0.3ct）

Heart&Cupid ハート＆キューピットはダイヤのカット面がシンメトリーで
あることにより、ルーペで見るとハートの形、矢の形が
見えるのが特徴です。

※ ※

※

※リングや更なる大粒もお問合せくださいませ。

◆6月29日（水）
～7月5日（火）
◆3階＝中真堂

ナチュラルホワイト（無調色）
パールのご紹介。
染料を入れて調色処理される一般的なアコヤ
真珠に対して、「無調色真珠」は有機物（シミ）を
除去する加工のみ。本来の光沢・真珠層の緻密さ・
色相がそのまま生かされ、年月を経ても色あせる
ことなくお使いいただけます。

無 料

おすすめ
N0.1

足裏の型をプリント
いたします。
あなたの足型は・・・・・？

健康な体は正しい姿勢から！ ｢第2の心臓｣と言われる
足から体全体のバランスを整えます。

人の足は個人個人違います。アーチサポートは
お客様それぞれの足の形とサイズを計測した
商品を提供いたします。
※商品のお渡しは承りから約40日後となります。

足裏バランス
チェック

アーチサポートはオーダーメードと
なっております。

・・・・・・・・・・・・・105,840円

健康測定コーナー

① ②

限り
6/29□ 水

限り
7/2□ 土

限り
7/3□ 日

Present：お買上げのお客様に粗品を差しあげます。

【食器】

　〈M'sクラン〉
フライパン
（ガス火専用）
（26cm）・・・・・・・・・・3,780円

●⬅有名ブランド
エプロン各種

・・・・・・1,620円
上尾店50点限り
 川越店100点限り

上尾店15点限り
 川越店30点限り

上尾店30点限り
 川越店50点限り

上尾店50点限り
 川越店100点限り

【家庭用品】

●⬅〈東京西川〉
バスタオル
各種
（日本（今治）製）

・・・・・・・・1,620円

●⬅スリッパ各種

・・・・・・1,080円

●⬅レース小物
各種

・・・・・・756円から
【タオル】 【インテリア】 【インテリア】

特
別
提
供
品

のリビングバーゲン6月29日（水）～7月5日（火）
川越店・上尾店共同企画 川越店5階

上尾店5階
リビング売場

夏の快眠寝具バーゲン【寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

　〈フレッシュランド〉抗菌まな板
（35cm）

（41cm） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

　家庭用水切り
（2～3人用／ホワイト・ピンク）

肌掛けふとん 夏物の冷感素材や天然素材の肌掛けふとん・ケット・
敷パッドなどの快眠寝具がお買得。

洗える

タオルケット
綿100％

ご家庭で洗える肌掛け
ふとん特集です。エアコンを
お使いになる時は快適な
ボリュームです。

汗ばむ夏場は何枚あっても
うれしいケット。上質素材の
国産タオルケットもお買得
価格です。

襟面と片面がニット使いの洗える肌掛け
ふとんです。

3,024円

　〈東京西川〉ウォッシャブル合繊肌掛けふとん
（表地：綿100%（ガーゼ）、衿裏地：綿50%・

ポリエステル50%（ニットワッフル）、詰物：

ポリエステル100%、0.3kg／140×190cm）
ダックダウンを使用した洗える羽毛肌掛けふとんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

　〈東京西川〉洗える羽毛肌掛けふとん
（側地：ポリエステル85%・綿15%、詰物：ホワイトダックダウン85%、

0.25kg／150×210cm）

ご家庭で洗濯でき、いつでも清涼感を保てる肌掛け
ふとんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

　〈昭和西川〉ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
（側地：ポリエステル85%・綿15%、詰物：ダウン70%、

0.25kg／150×210cm）

綿しじら生地でベタつかず快適な
敷パッドです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

　〈東京西川〉先染め綿しじら敷パッド
（表地：綿100%、詰物：ポリエステル100%、
0.3kg／100×205cm）

麻生地のポコポコキルトで天然素材の爽やかな
敷パッドです。

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

　〈東京西川〉麻ポコポコ敷パッド
（表地：麻100%、詰物：ポリエステル100%、0.3kg／100×205cm）

2重ガーゼで汗ばむ季節もサラッとした
敷パッドです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円

　〈東京西川〉2重ガーゼ敷パッド
（表地：綿55%・ポリエステル45%、

裏地：ポリエステル100%、詰物：ポリエステル100%、

0.25kg／100×205cm）
NASAが開発した調温素材アウトラスト。暑い夏も寒い
季節も一年中快適です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

　〈東京西川〉アウトラスト敷パッド
（ポリエチレン55%・レーヨン25%・綿20%／100×205cm）

薄手のシーツのような感覚で、サラサラとした肌触りが
特徴です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

　〈昭和西川〉イヤシヤ 麻混パッドシーツ
（日本製／綿55%・麻30%・ポリエステル15%／100×205cm）

片面やわらかなシャーリング加工でボリューム
タイプのタオルケット。人気の今治製。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,424円

　〈東京西川〉
タオルケット
（スーピマ綿100%／140×200cm）

接触冷感生地を使用したニット素材ケット。
寝苦しい夜も快適です。

・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

　〈東京西川〉クールニットケット
（表面：綿100%、裏面：レーヨン65％・ポリエチレン35%、

詰物：ポリエステル100%／140×190cm）

有名ブランドのタオルケットで、上品な花柄のデザインが
特徴です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

　〈昭和西川〉有名ブランドタオルケット
（綿100％／140×190cm）

敷パッドシーツ
素材いろいろ

サラッと寝心地の良い敷パッドです。素材も色々選べます。

接触冷感素材で、熱帯夜の寝苦しさを解消してくれます。
抗菌・防臭の機能もついています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

　〈昭和西川〉接触冷感パッドシーツ
（ナイロン75%・ポリエステル25%／100×205cm）

夏の熱帯夜を快適に過ごすこの夏のおススメアイテムです。

熱帯夜対策
涼感素材

日本製ならではの高品質フライパンや鍋・水回り用品などを
お買得価格でご提供いたします。キッチン用品バーゲンこだわりの日本製 【家庭

用品】

※数に限りがございます。 ※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。

・・・各1,080円

●⬅ペア
オードブルセット
（長角大）・
小皿5枚セット
（正角）

　〈コージー〉
①両手鍋
（ガス火・IH対応／20cm）

②深型両手鍋
（ガス火・IH対応／22cm）

・・・・・・・・・・3,240円
・・・・・・・・・・3,780円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

　〈コットン〉笛吹きケトル
（ガス火・IH対応／1.8ℓ）

①②

　〈M'sクラン〉
フライパン
（ガス火専用）
（24cm）

3,564円


