
2016.7.1金
〒354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313　1階　13100
☎ 049（253）1100
営業時間:午前10時～午後9時
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp/

ららぽーと富士見店

シーズンクローゼットまるひろ

梅の郷、越生町
特産の「青梅」
からエキスを
抽出し、梅の実を
まるごと1粒入れた
梅ジュース。ノン
アルコールなので
お子様も安心です。

農薬や化学肥料を使わず
秩父の自社農園等で栽培
した荏胡麻を、良質な葛粉と
ともに練り上げた逸品です。

国産麦豚の
ロース肉を地元秩父の
麦麹田舎味噌と米麹味噌で
漬け込みました。

iTQi優秀味覚賞3年連続3つ星
受賞の有機醤油と柚子醤油。様々な
料理にお使いいただけます。

ワイン酵母を
日本酒造りに
使用した
純米酒。
上品な甘口
ですが、
爽やかな酸の
キレ味により後口が
綺麗です。一番人気、純米吟醸酒と共に。

小江戸川越の
清酒鏡山と
COEDO
ビールを詰め
合わせた
丸広
限定の
お勧め
セットです。

生産者：
山口 由美さん

川越市

WEB

WEB丸広限定丸広限定

　　　　　 このマークのついたお品物は、
　　　　　 産地・加工地・市場・工場等から
直送され、表示価格に配送料金も含まれております。

配送料
込み

このマークのついたお品物は、全国
どこでも送料無料でお届けいたします。

全国
送料無料

マ
ー
ク
の
ご
案
内

WEB

WEB
WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

ふるさと自慢の彩 国 ■埼玉名産品ギフト

〈山口農園〉山口農園からのおくりもの
〈梅干し300g、おにぎり梅150g、
万能梅みそ120g、梅ひとしずく30㎖〉

045‐YY88 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

〈荏胡麻屋〉
荏胡麻豆腐ギフト
〈荏胡麻豆腐65g×12〉

045‐ET30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈ヤマブ〉厚切り
ステーキ豚肉みそ漬け
〈豚ロース100g×7枚〉

045‐T‐7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
※冷蔵便でお届け。

※賞味期限：冷蔵で10日。

鏡山 ワイン酵母セット
〈ワイン酵母仕込み純米酒（甘口）・
純米吟醸（やや辛口）各720㎖〉

006‐KWJ

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円

WEB
〈龜屋〉川あそび
〈水羊羹（こし・小倉・抹茶）、
本くず餅（黒糖）・小江戸
涼菓みずたま・あんみつ×
各2〉

〈サイボクハム〉丸広限定セット
〈ポークハム450g、和風焼豚250g、
ポークウインナー・あらびきウインナー・
ハーブウインナー各145g〉

147‐5FD7
※冷蔵便でお届け。※賞味期限：冷蔵で14日。

〈弓削多醤油〉iTQi醤油セット
〈有機醤油×3・柚子醤油×2 各300㎖〉

045‐YYi‐30

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

〈純米生貯蔵・純米原酒
（いずれも辛口）各720㎖、
COEDOビール瑠璃・伽羅 
各350㎖×3〉

006‐KKCB50

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

越生町

越生町 秩父市 皆野町

川越市 日高市 坂戸市 川越市

川越市

1.0 ㎏

元気百梅
〈梅ジュース180g×12〉

045‐OH‐30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
5.1㎏

164‐K‐CO 1.6 ㎏

0.9 ㎏

3.7 ㎏ 5.0 ㎏

2.8 ㎏

※商品の性質上、北海道・沖縄・九州・離島は除かせていただきます。発送前に
先方様へ在宅確認をさせて頂きます。※冷蔵便でお届け。※賞味期限：冷蔵で３日。

〈あかりや〉特製あんみつ詰合せ
〈あんみつ・白玉あんみつ・わらびみつ豆 各２個〉

057‐AK‐34
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,741円

清酒鏡山・COEDOビールセット

このマークのお品物は、まるひろホームページからもご注文いただけます。

http://www.maruhiro.co.jp/検索丸広百貨店
WEBWEB

※詳細は、まるひろオンラインショッピングをご覧ください。

※消費期限・賞味期限は、製造・加工日を基
準に記載いたしております。商品到着後の日
持ち期限は、配送日数などにより異なりますの
であらかじめご了承くださいませ。なお、表記
のされていない商品の賞味期限は、30日以上
でございます。 
※20歳以上の年齢であることを確認できない
場合には酒類を販売いたしません。

WEBで購入するとお得です。
全国送料無料ギフト　　 が10％OFF!

地元川越の
あんみつの
名店“あかりや”が
初登場。餡、求肥、トッピングの杏に至るまで
自家製と、徹底した素材へのこだわりから
生まれる一味ちがう甘味をお楽しみください。

彩り豊かに、こだわりのギフトの承りをスタートしました。

まるひろのお中元彩の国から 夏の贈り物 ■ 7月25日（月）まで　
※こちらの商品は一部配送のみの商品がございます。

女性農業アドバイザーの資格を持つ
代表、山口由美さんが、越生の固有品種
“べに梅”の振興や、梅加工品の開発に
取り組み、高い評価を得ています。



●特別ご優待会員への招待
　など様々な特典があります。
●月々のお積立てでかしこく
　おトクにショッピング。

まるひろ友の会のご案内

ポイントをためて
ショッピングをもっとおトクに。
入会金、年会費無料。

まるひろMクラブカードのご案内

ララちゃん 
オーダーメイドランドセル

超早割
承り実施中

かたち、色、デザイン等を
順番に選んでいくだけのオーダー
ランドセルの組み合わせ数は
なんと32億3960万8320通り！
そんな、オーダーメイドランドセルが
期間限定で超早割価格で承れます。

 受注期間 49,000円

シーズンクローゼット 

まるひろららぽーと富士見店

8月1日（月）まで 超早割価格  （通常販売価格
     70,000円）

からのご案内

WEB WEB

WEB WEB WEB

WEB

WEB

WEB WEB

WEB WEB
WEB

WEB

WEBWEB

WEB

〈アサヒ〉ドライプレミアム豊醸4種セット
〈ドライプレミアム豊醸4種350㎖×12〉

WEB

〈メリー〉デザートコレクション
〈果樹園倶楽部3個（さくらんぼ・白桃・洋梨）、グレイス 
オブ フルーツ3個（オレンジ・ピーチ・グレープミックス）、
国産果汁ゼリー6個（みかん2、白ぶどう・白桃・りんご・
巨峰）、北海道カスタードプディング（カラメルソース付）3個〉

〈新宿中村屋〉涼彩あわせ
〈涼味水ようかん（小豆×3、小倉×2）、白桃ゼリー・
ぶどうムース×各2、マンゴームース、果実のゼリー
（みかん×2、さくらんぼ・ぶどう）〉

WEB 〈モロゾフ〉サマーロイヤルタイム
〈ファンシーデザート（オレンジ・グレープ・ピーチ・さくらんぼ・
洋梨・チョコレートムース）、白いチーズケーキ×2、ケーキソース
（ブルーベリー・ストロベリー）、カスタードプリン・カラメルソース 
各2、凍らせてシャーベット（バレンシアオレンジ・グレープ・

ストロベリー・柚子）〉

WEB丸広限定

石川県・島根県・山形県

WEB

049（253）1100
営業時間＝午前10時～午後9時

ららぽーと富士見店

※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。

全国送料無料  『おすすめギフト20選』全国送料無料  『おすすめギフト20選』 全国
送料無料

〈池利〉手延三輪素麺詰合せ
〈手延三輪素麺50g×20束〉

041‐TI‐300S

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
1.5 ㎏

〈池利〉彩の国が香る三輪素麺
〈手延三輪素麺（白50g×10束、茶・梅・柚子 
各50g×2束）〉

041‐SK‐30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
1.3 ㎏

〈丸広〉三大名産そうめん詰合せ
〈三輪手延素麺50g×7束、手延素麺揖保乃糸・
小豆島手延素麺 各50g×各6束〉

041‐MH‐30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
1.4 ㎏

〈丸広〉川越いもうどん・いもそば・
茶そば詰合せ
〈お茶そば・包丁切いもうどん 各80g×各4、

包丁切いもそば80g×2〉

041‐KT‐30M

・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
1.3 ㎏

〈カルピス〉カルピスギフト
〈「カルピス」・「カルピス」マンゴーリッチ×
各2・「カルピス」北海道・「カルピス」グレープ
フルーツリッチ 各470㎖〉

036‐CH30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
4.0 ㎏

〈カゴメ〉国産フルーツジュース
〈国産つがるりんごジュース・国産みかんジュース・
国産王林ジュース・国産コンコード 各125㎖×3、
国産ふじりんごジュース125㎖×6〉

036‐KT‐30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
2.7 ㎏

〈ウェルチ〉ウェルチギフト
〈コンコードグレープ・アップル・オレンジ・
マンゴーブレンド・ピンクグレープフルーツ・
パインアップルブレンド・ホワイトグレープ＆

レモン×各4 各160g〉

036‐WH30 5.6 ㎏

〈AGF〉ファミリー飲料ギフト
〈マキシムボトルコーヒー〈ちょっと贅沢な珈琲店〉
バリスタエスプレッソ無糖900㎖、エクストラ・ブレンド
無糖900㎖×2、ティーシリーズアールグレイ無糖・イング
リッシュブレックファースト無糖・Welch's100オレンジ・

100グレープブレンド 各900㎖〉

036‐LRX‐30

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

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

7.0 ㎏

〈味の素〉和洋中バラエティ調味料ギフト
〈ほんだし48g、瀬戸のほんじお焼き塩80g、コンソメ50g、
丸鶏がらスープ48g、べに花油・伝承のおいしさ 3種の
ブレンド 匠の油・限定なたね使用キャノーラ油・さらさら
キャノーラ油健康プラス 各350g、オリーブオイル

エクストラバージン200g〉

031‐A‐30N

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
2.5 ㎏

〈日清〉ボスコ オリーブオイルギフト
〈ボスコEXVオリーブオイル190g×3、
ボスコオリーブオイル330g×2〉

032‐BG‐30N

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
2.5 ㎏

〈AGF〉インスタントコーヒーバラエティギフト
〈マキシム70g×3（贅沢な珈琲店シルキーマイルド・
エクストラブレンド・バリスタエスプレッソ）、マキシム
ロイヤルブレンド70g×2、ブレンディブラジル80g〉

033‐GX‐30A 2.1㎏

〈キーコーヒー〉ドリップオンギフト
〈トアルコトラジャ（8g×6p）・ブルーマウンテン

ブレンド（8g×6p）各2箱〉

033‐DTB‐30T

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
0.8 ㎏

010‐APF‐3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
4.8 ㎏

〈サッポロ〉ヱビスマイスターセット
〈ヱビスマイスター350㎖×10〉

010‐YM3D

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
4.2 ㎏

清酒寒梅・ヱビスビールセット
〈芳醇辛口・純米（やや辛口）各720㎖、

ヱビスビール350㎖×6〉

006‐KY‐30WA（S） 5.0 ㎏

全国銘酒セット
〈天狗舞旨醇純米・李白純米吟醸・出羽桜純米

吟醸（いずれも辛口）各720㎖〉

005‐DRTN‐50MR

・・・・・・・5,400円
4.1㎏

〈ユーハイム〉ギフトセット
〈バウムクーヘン×5、デザートセレクション×6、
フルフトシャーレ×3〉

160‐SFD‐30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
1.3 ㎏ 158‐MO‐1229

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
1.6 ㎏ 157‐DC‐S 1.7 ㎏ 152‐RA30 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
1.5 ㎏


