
8/17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

●川越店 8月の店休日のご案内 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。

まるひろMクラブカードはセール品でも

「100円（税抜）のお買物で1ポイント」8/17□1日限り水 食料品ポイント フェア倍 3  3 
まるひろMクラブカード会員様

服飾雑貨

食 品

紳 士 服

子 供 服

リ ビ ン グ

婦 人 服

色・柄不揃い
のため

◆8月23日（火）まで
　　　　　　〈最終日は午後5時閉場〉

◆5階催場

わ　　　　 け

理由ありバーゲン理由ありバーゲン半期に
一度
半期に
一度

ワンピース各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円

    

会
場
内

●
●
限
定

土土
日日

8/21㊐8/20㊏

お
買
得
品 　20点限り

〈メゾピアノ〉
ストロベリーランドセル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　32,400円　3点限り

シンカーパイル
敷きパッド（105×205cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円　20点限り

ブラウス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,160円　20点限り

UVロング手袋各種
（長さ：70cm・90cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　         324円　100点限り

紳士かりゆしシャツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,080円　20点限り

色・柄・サイズ不揃いのため

在庫処分のため

規格外品のため 決算ご奉仕品のため

色・サイズ不揃いのため

●メーカーがたくさん作りすぎてしまったもの ●パッケージをリニューアルしたもの
●色番が半端になってしまったもの

ショルダーバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

婦人カジュアルシューズ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から

紳士Ｔシャツ・ショートパンツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から

在庫処分のため

規格外品のため

少々難ありのため
在庫処分
のため

在庫処分のため

ボーイズ・ガールズウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円から
子供パジャマ各種・・・・・・・756円から
有名ブランド子供靴1,620円から

紳士財布・ベルト各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円から
合繊肌掛け（シングル）

理由あり初出店

バスタオル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円からフェイスタオル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87円から
今治産
タオルハンカチ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

・・・・・・・・1,080円から
羽毛掛けふとん
エプロン各種

・・・・・・・・・・・・・324円から調理小物各種

ビジネススーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

メンズ・レディススポーツウェア
各種

●⬆婦人帽子各種1,080円

旧モデルのため

●⬅ランドセル各種
21,600円から

色・柄・サイズ不揃いのため

●⬆紳士カジュアルシャツ・
ポロシャツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は
　一例です。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

4階・紳士服特設会場
ビジネス理由ありバーゲン

わ  け

在庫処分のため

サイズ不揃いのため

●

⬆

婦人
カットアンドソーン
各種・・・・1,080円

アンサンブル各種・・・・・・・・・・・・・2,160円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から

2,160円から
・・・・・・2,160円から

・・・・・・・・・・1,080円から
婦人パンツ各種

婦人ナイティ各種
婦人シルクインナー各種

婦人レザージャケット各種10,800円から

クイーンサイズアイテム各種

赤羽商店 有明海産
すしはね焼海苔（20枚入・1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 540円 丸彦 ぶっかきオリーブ

おかき（175g）・はちみつ
割れ煎（210g）（各1袋）

各299円

葉桐
お茶問屋の蔵出し茶
（300g・1袋）・・・・・・・・・・・・・・・880円
お茶問屋の蔵出しほうじ茶
（250g・1袋）・・・・・・・・・・・・・・・499円

※掲載商品につきましては、
数に限りがございますので
品切れの際はご容赦ください。

先着各300点限り

先着合計400点限り

先着500点限り

昭栄堂 神戸の菓子工房
割れクッキー・パイ（300g・1袋）

各299円先着各400点限り

アウトレットコスメ

在庫処分のため 在庫処分のため
在庫処分のため

在庫処分のため
在庫処分のため旧モデルのため

お買得
コスメ

”アウトレットコスメ！”
それは「ちょっとワケあり、だからお得な化粧品」

50～30%OFF

864円から

フライパン
各種

※写真は一例です。



8/17水1日限り
まるひろMクラブカード会員様

ポイント  3  3 倍

049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 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。

※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。
●予告

川越店  次週5階催場のご案内

ねこねこグッズフェスタ
～ダヤン＆CARA～ 夏休み　

イベント　セミナー＆

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

生活応援プライス食品日替り特価  ◆地階・食品売場8/17 23水 火 ※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。

〈23区〉
カシミヤニットカスタマイズフェア
● 8月28日（日）まで
● 3階・トランススポーツ／クイーンサイズ

●1階・ヒロフショップ

〈23区〉オリジナルのカシミヤニットをカスタマイズ
できるキャンペーンを
開催いたします。

クラシカルでモダンな〈ノジェス〉のクラウン
ピンキーリングシリーズのご紹介です。
ぜひアネックスC館1階・ノジェスコーナー
にお立ち寄りください。

研ぎ澄まされた強さをもつ女性を
テーマにつくられたオータム＆ウインター
コレクション。

〈ヒロフ〉
秋の新作のご紹介

● アネックスC館・1階 ● 2階・キャラクター

〈ノジェス〉
秋の新作フェア

〈センソユニコ〉
玄の美 ～KURONO BI～

23火 店休日前のお買得

◆8月23日（火）まで
◆各階にて開催

ベビー大型雑貨バーゲン決算処分市決算処分市SALE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円
有名ブランドサングラス

【1階・婦人雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
婦人カットアンドソーン各種

【2階・オンシーズン】

※写真はイメージです。

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

20～30％OFF

スポーツブランド メンズポロシャツ
各種

【4階・スポーツ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199,800円

〈福山民芸〉桧丸ダイニングテーブル
3点セット（テーブル：Φ80×高さ70cm、
椅子：W57×D55 ×H68・SH42cm）

【5階・特設会場】 【6階・ベビー用品】

◆8月23日（火）まで　

◆　　 1階・エンジョイ　　　 　　スペース１

期間中、3,240円以上お買
上げで①「クリアファイル」か
②「ボールペン」をおひとつ、
4,320円以上お買上げで
③「カードケース」を差しあげます。
※なくなり次第終了となります。

猫のダヤンのわちふぃーるど
と猫グッズを販売いたします。
イベント会場限定品もご用意
いたしております。

◆8月20日（土）正午12時～午後1時
◆8階・バンケットルーム  
●定員：50名様 ●事前予約受付場所：5階・キッチン売場
今話題の「水素水」についてお話し
いたします。ストレスで体調が気に
なる方や加齢臭が気になる方など
ぜひご参加ください。

Present

〈日本トリム〉水と健康を考えるセミナー
～暮らしにもっと、美しく健康な水を～
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土18

木
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金
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月21

日

・・・・・・・・・・各139円

・・・・・・・・・・・　　　　　　　 999円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈群馬県産〉（産地直送）
とうもろこし（1本）
お1人様3本・先着600本限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49円

〈北海道産他〉
かぼちゃ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈長野県産他〉
カットすいか（1/6カット）
各日先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

〈山梨県産他〉
種なし巨峰（1パック）

298円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

【東信水産】
〈インドネシア産他〉
むきえび（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・178円

【塩干コーナー】
はらす醤油漬真空パック
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・680円

【東信寿司】
手巻寿司
（5本・1パック）

ＪＡ全農たまご
実りの赤たまご
（10個入）

明治 ブルガリア
ヨーグルトＬＢ81・
そのままおいしい脂肪0
（各450ｇ）

・・・・・・1,880円

堀商店 新潟県
糸魚川産こしひかり
（5ｋｇ・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・999円

【東信水産】
刺身盛合せ
（6点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,298円

サントリー ザ・プレミアム
モルツ（350㎖×6缶・1パック）

※44・46サイズは27,000円となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円

キッコーマン 調製豆乳・
無調整豆乳（各１ℓ・１本）

先着100点限り

１ケース（６本入）

【丸広ミート】〈国内産〉特選
黒毛和牛店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・全品3割引

ハーゲンダッツアイス
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて・・・・・・・全品3割引

【丸広ミート】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

【丸広ミート】挽肉
店頭表示価格（税抜）より
レジにて
・・・・・・・・・・・・・・・・・全品2割引

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円
〈群馬県産〉
キャベツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈佐賀県産〉
ハウスみかん（1パック）

先着100点限り

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

【東信寿司】
鉄火丼
（1折）

・・・・・・・・・・・・149円

【丸広ミート】〈群馬県産〉
やまと豚小間切
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

・・・・・・・・・・・・・・・499円
【塩干コーナー】
小木曽商店 真あじ開き
（3枚）

【東信水産】
〈日本・太平洋産他〉
めばちまぐろ切落し
（1パック）

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）

【東信水産】
〈大分県産他〉
ぶり切身（養殖／3切）

お１人様各6本（1ケース）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円

〈秋田県産〉
枝豆（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円

〈ニュージーランド産〉
キウィフルーツ（グリーン）
（5個）

先着100点限り

はごろも シャッキと
コーン３缶シュリンク
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【塩干コーナー】
骨取り塩麹さば
（2枚）

・・・・・・・・・・・179円

【丸広ミート】〈岩手県産〉
南部どりもも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円

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

丸広 枝豆寄せ豆腐
（250g）

JA全農たまご 
ピュアテイスト
（10個入） ・・・・・・・各378円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円

〈北海道産〉
トマト（1パック）

先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

〈南アフリカ産〉
グレープフルーツ
（1個）先着500点限り

ヤクルト ヤクルト10P・
ヤクルトハーフ10P
（各10本入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129円

ヤマザキ 
ロイヤルブレッド
（6枚切・8枚切／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

【東信水産】
〈北海道産〉さんま開き
（3枚）

・・・・・・・・・880円

【東信寿司】
穴子姿煮握り寿司
（2尾入・1折）

先着合計150点限り

① ②
③

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円

まるひろがおすすめする厳選の逸品こだわりセレクション
◆8月23日（火）まで ◆地階・食品売場

・・・・・・・・・・・・・439円

17水

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
・・・・・378円

〈茨城県産他〉幸水梨
（2個入・1パック）

先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178円
〈北海道産〉ブロッコリー（1個）

〈群馬県産〉（産地直送）レタス（1個）
〈新潟県産〉まいたけ（120g・1パック）

先着200点限り

先着1200点限り

先着200点限り

先着200点限り

〈群馬県産〉（産地直送）小松菜（1袋）先着200点限り
〈青森県産〉カット長芋（1袋）

〈茨城県産〉ピーマン（1袋）

先着200点限り

先着500点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
ヤスダ ドリンクヨーグルト
（900㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　各599円
金笛 春夏秋冬のだしの素（1ℓ）・
胡麻ドレッシング（390㎖）

ネスカフェ ゴールドブレンド・
コク深め（各90ｇ）

【塩干コーナー】博多うち川 
辛子明太子（100g当り）

99円均一セール

【丸広ミート】〈埼玉県産〉彩の国
黒豚・〈群馬県産〉氷室豚

398円
【東信水産】〈長崎県産他〉
あじ開き（3枚）

先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　各499円お１人様計2点限り

【東信寿司】握り寿司セット
（8貫・1折）

・・・・・・・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
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引

奄美自然食本舗
奄美香極ぽん酢
（150㎖）

四国の柚子とすだち、沖縄の
シークヮーサーの果汁をたっぷり
使った化学調味料・保存料・
着色料不使用のぽん酢です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339円

川喜 冷し中華
れもん風味2人前
（120g×2）

素材の香り・風味を大切に
するため昔ながらの製法
で仕込んでいます。

お１人様各2点限り

店頭表示価格
（税抜）よりレジにて

オープニング大特価

※写真はイメージです。

参加者特典：8月17日（水）までにお申込みいただいたお客様には、トリムの水素水を使用した昼食を無料で
ご用意いたします。※8月18日（木）・19日（金）にお申込みのお客様には昼食は付きませんので予めご了承ください。

◆8月25日（木）～30日（火）
〈最終日は午後5時閉場〉

青森・岩手・宮城物産展

親子で楽しめる
 ワークショップ♪

●協力：スマイルカフェ

4色のボディ
カラーに袖口、裾、
衿裏になるパーツ
カラーを選んでお好み
の組み合せにしていただけます。

お渡し：11月上旬予定25,920円
○66,960円／○ 81,000円

フラットに見えない
立体感、陰影、
奥深さを生地、
パターンに職人技
を織り交ぜながら
表現しました。

◆8月22日（月）まで
　午前10時～午後6時
◆10階・さくら草ホール

お父さん、お母さんと
一緒に手作りを楽しもう♪木製の遊具で遊ぼう♪

※詳しくは、まるひろホームページをご覧ください。
※予告なくイベントの内容が変更となる場合がございます。

●主催：こどものあそびば
　　　コレクション実行委員会

※ワークショップイベントは有料となります。

参加
無料

左 右


