
●川越店 9月の店休日のご案内 28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」

川越まつり開催に伴う市内交通規制により、まるひろ
川越店の駐車場は、すべてご利用いただけません。10月15日（土）・16日（日）の2日間お知らせ

お知らせ

期間中、会場内にてトリンプ商品3,240円以上
お買上げのお客様に「保冷温ランチバッグ」を
差しあげます。※なくなり次第終了となります。

Present ,16.09

期間限定お買物券

1,000円券お買物1,000円券お買物

有効期限： 2016年10月11日（火）
※詳しくは裏面をご覧ください。

担当者印

※印なきものは無効と
　させていただきます。

【水木真珠】

　AGOBAY
神珠®（かみだま）（7mm／7.5
mm／8mm／8.5mmの4サイズ）

見 本

 
お買物券進呈

9月25日（日）までの期間中、対象売場にて税込21,600円
以上（当日合算可）お買上げの会員様に期間限定の「1,000円
お買物券」を各日先着150枚（期間合計750枚）差しあげます。

※一部対象除外売場がございます。
※お買物券のお受け取りの際は、
ご本人様のカードのご提示をお願い
します。※各日の配布予定数に達
し次第配布終了となります。各日の
配布予定数は店舗により異なります。
※詳しくは係員までおたずねください。有効期限：2016年10月11日（火）

トリンプ創業130周年
トリンプバーゲン
◆9月27日（火）まで〈最終日は午後5時閉場〉
◆5階催場

・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円100点限り

ブラジャー各種

・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円100点限り

あったか毛パン各種 

・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
インナー各種

3,240円からブラジャー各種
・・・・・・・・・・・540円からショーツ各種 

・・2,160円からインナー各種

4,860円ボディスーツ各種

21

24

日替りお買得品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,504円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

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

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,280円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,221円
神戸ピザ

水

土

25
日 ※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。

0
■9月25日（日）まで 
■川越店全館（※食料品、飲食、金券類およびセール品を除く）
合計10,000円以上が対象です。

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！！

やわらか～い赤身！神戸牛のもも
肉の芯だけを使用。じっくり低温
で焼き上げました。    

【神戸牛専門店　旭屋】

・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円

神戸トアロードに本店を
構えるファッション帽子の
先駆けブランド。
使い心地と優美な
デザイン帽子を
ご紹介いたします。

【マキシン】

19,440円から

　神戸牛ローストビーフ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・864円

　神戸
ビーフ
切り落し 
（100g当り）

　帽体ハット
（兎毛100％）

木綿の温かさ、優しさ、懐か
しさが伝わるストールです。

【棉屋】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,992円

　草木染ストール
2本組（綿50％・麻50％／
60×180cm）

行きは小さく、帰りは大きくがコンセプト。5通り使える
高機能性バッグ。レザーバージョンも登場！

【doracoluv】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,660円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,700円
5WAYフォールディングショルダーバッグ
（レザーバージョン）

　超軽量5WAYフォールディングショルダー
バッグ

60年靴下一筋。職人のものづくり
が詰まった丈夫で履きやすい靴下
です。

【千代治の靴下】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

　マーブル編み靴下
（綿70％・アクリル25％・
ナイロン3％・ポリウレタン2％）

衣類等の布製品に
スプレーするだけで
消臭、防臭、防菌
効果。光触媒効果
で持続力抜群です。

【Fairiel】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,218円

　脱臭・抗菌・
防カビコーテング
スプレー（150cc）

220年前から織ら
れている「播州織」
に現代のデザイン
をミックス。

【L.E.O】

明治43年創業の老舗マッチ。
どこか懐かしいデザインは
ギフトにも最適。

【ナカムラマッチ】

・・・・・・・・8,640円

　ストール
（綿100％／
 90×190cm）

　オリジナル缶マッチ

【神戸モリーママ】
   神戸魔法のカシミヤロール
（1本）

　ラスク盛り盛り福袋
（110g×4袋）

864円

・・・・・・・・・・・・ 1,000円

   オニオンディップ（140g）

（4品入り・1袋）

各日先着20点限り

各日先着20点限り

よりどり4缶

お1人様1点・
各日先着100点限り

　3倍すごチーズ☆
ごちそうマルゲリータ
（直径21cm）

よりどり３枚

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円

神戸ポークかつ丼
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円

【糀屋】
   すじ玉丼（1折）

特別提供品

【Emmy's】
○二重の
神戸牛ふわとろ
ハンバーグカレー
（1食）

左

 ○神戸牛
デミグラスソース
のオムライス重
（1折）

右

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,600円
　特選神戸牛焼肉重
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

　超特選神戸牛
ロインステーキ重
（1折）

【肉料理かやま】

【ＰｉｃｃｏＲｏｓｓｏ】

実演

実演

実演

実演

実演

実演

実演

これぞ焼き肉重！秘伝のタレで焼き上げ
たお肉の旨みがお口いっぱいに。

毎月10000枚完売中！
大人気の神戸ピザ。

フワフワもちっと感が、まるでカシミヤのよう。
【Gran Mahoroba】

・・・・・・・・・・・・・・・756円
   神戸 王様のカシミヤ食パン 
プレーン１本（1.5斤）

891円 小倉あん食１本（1.5斤）

履き心地とデザイン性を両立させたコン
フォートシューズ。マグネット式のストラップで
手を一切使わず簡単に脱ぎ履き可能です。

【Belle and Sofa】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円

　KAYAK（カヤック）
（21.0～25.5cm）

質の高い日本製素材で作り上げた究極の
バレエシューズ。

【ファルファーレ】

かごバッグからイメージ
して作ったマルシェトート。

【TUTUMU】

　バレエシューズ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

薄くてしっかり支える高機能インソール。

神戸発のレディースファッション通販メーカー。

神戸を代表する2大通販ブランドをご紹介します。

【フットプラン】

　アーチキーパー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

バニラビーンズたっぷり！カラメルのカリカリ
食感も楽しめます。

日本の水に合わせて紅茶鑑定士が
ブレンドした7種類の紅茶。

【神戸プリンスプリン】

　神戸プリンスプリン
（1個）

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

緑茶にアールグレイをブレンドした神戸発
プレミアムティー。

【神戸キャセリンハウス】

　緑茶アールグレイ
（48g）

・・・370円

パイ生地に大粒の栗をまるごと包んだ
看板商品。

新鮮な玉ねぎの美味しさをギュッと
凝縮したディップソース。

神戸で140年愛される瓦せんべいでの元祖。

【神戸シェルブール】

　神戸マロン各種（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円

【KOBE BAIKADO】
　神戸ハードワッフルフルーツ
の小箱（5枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

【じゅげむ】
　甲子園ヒーロー揚げ各種
（6本） ・・・・972円いかなごのくぎ煮（100g）

・・・972円
【味よし】
　天日干ちりめん（100g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

【明石焼 濱】

　明石焼
（6個入）

（約600g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円
・・972円

【カネリョウ商店】
　香住かに（姿）（約400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227円から

【伍魚福】

　一杯の珍極（ちんきわ）
シリーズ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

【神戸紅茶】

　KOBE TASTING BOX
（4P×7種）

・・・・・1,188円

【亀井堂総本店】

　瓦せんべい（27枚）

五つ星兵庫受賞のジューシーでコクの
ある神戸名物餃子。

お酒が楽しくなる！おいしさを極めた種類
豊富なおつまみシリーズ。

玉子たっぷりふわふわ生地の中に大だこ。
特製和風だしに浸けて、どうぞ！！

【元祖ぎょうざ苑】

・・・・・・・・・・・1,296円
　A5ランク神戸牛入り！
極み餃子（15個入）

美容と健康におすすめの スーパーフード
入り新しいグラノーラ。

【一粒万倍グラノーラ】

各1,274円
　一粒万倍グラノーラシリーズ
（ハニー・フルーツ／各220g）

・・・・・・・・・・・1,080円瓦まんじゅう（10個）

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

【神戸珈琲物語】
　和洋折衷 珈琲羊羹
（400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267,840円から ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,480円

球体である真珠を切断し、組み
合わせることで全く新しいパール
ジュエリーを創出しました。

【Art of pearl】

　Fwpラメ入ペンダント
（SVジルコニア）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円

ビーズ2WAY
ショルダーバッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,484円
フリルトップス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,999円
エアパンツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,996円

ロングロング
カーディガン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,384円

　covaセミオーダー対応可能
コンフォートシューズ
（21.5～25.0cm／4E・片足180g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円

姿勢矯正靴による足の悩み相談会開催。
【美・フォームラボ】

　レディースコンフォートシューズ

靴職人によるオールハンドメイド。疲れに
くい履き心地。

【神戸ラブコレクション】

14,904円
　レザーシューズ
（22.0～24.5cm／全6色）

雨、雪の日も安心！おしゃれな防滑レザー
シューズ。

【トゥデイズ】

・・・・・・・38,880円

【CHOCOLATAN KOBE】
バレンタイン発祥の地、神戸から発信する立体的板
チョコデザイン。
　チョコレート型
財布（ショコラタン
播州レザー（牛革）
W20.5×H25×D10.5cm）

　マルシェトート ミニ
（H24×W42×D22cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

マルシェトート L
（H32×W51×D28cm）

1階・エンジョイスペース1のご案内 1階・エンジョイスペース2の
ご案内

【イーザッカマニアストアーズ】

　アパレルからリーディンググラス、雑貨までお洒落な
神戸を発信し続ける神戸生まれのメーカー。

【アバン】

各社名産品が当たる！神戸セレクション
ガラポン抽選会開催

9/21（水）・22（木・祝）限り
お楽しみ袋

【バレンシア】

まるひろ友の会会員様
まるひろMクラブカード会員様 限定

バイヤー
おすすめ
特別出店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様
◆Wチャンス ●特賞：神戸牛専門店「旭屋」
神戸牛ステーキ2枚

期間中、5階催場、1階・エンジョイスペース「神戸
セレクション」1店舗につき1,000円以上お買上げで
スタンプを1つ押します。3店舗以上ご利用いただきスタ
ンプが3つ揃いましたら、抽選会にご参加いただけます。
26日（月）・２７日（火）はWスタンプ（1,000円以上で2スタンプ）阪神・淡路大震災からの復興を

象徴するフェニックス（不死鳥）です。
「ひょうご観光名誉大使」として
兵庫の魅力をPRしています。

・テイスターズブレンド（16P）
・クレームパピロン（12個袋入）
・ラスクバリューパック（200g）
・神戸牛チップス（95g）

携帯電話でQRコード
を読み込んでアクセス
するだけ！
　　　　　　このマーク
が「モバイルクーポン」対象店舗です。
モバイル

モバイル
モバイル

モバイル

モバイル

モバイル

モバイル

モバイル

モバイル

モバイルメール
会員募集中！

登録
無料※トースターで簡単に焼けて冷蔵庫

で１ヶ月保存可能。

※ポイント3倍フェアは対象外となります。

楽天市場
デイリーランキング

2014年2月13日
餃子部門

1位1位
バイヤー
おすすめ
特別出店

バイヤー
おすすめ
特別出店

・・・・・・・・・・・・・1,080円

【兼一水産】
　がごめ納豆昆布
（100g）

バイヤー
おすすめ
特別出店

楽天市場
ランキング

週間累計部門
317週
ラスク部門

1位1位

「ひょうご観光名誉大使
 はばタン」来場
◆9月24日（土）
①午前11時から／
②午後1時から

※写真はイメージです。

NewNew

New New

New

New

New

New

New

NewNew

New

New

伊勢志摩「英虞湾（あごわん）」
の真珠を使った最高品質の
ネックレスとイヤリングです。

100点限り

※写真はイメージです。

ラーメンフェスティバル開催！第
3
回

予
告

◆10月7日（金）
～10日（月・祝）
◆7階・屋上

まるひろ

川越

バイヤー
おすすめ
特別出店

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

〒350-8511 川越市新富町2-6-1 049（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。
川越店 9/21水

2016

秋の銘店街秋の銘店街味まつり
第46回 味まつり

◆9月27日（火）まで ◆地階・食品売場第2弾

●後援：公益財団法人神戸市産業振興財団 ●協力：楽天株式会社

おしゃれでグルメな、
     魅惑の港町へようこそ！

セレクション神戸
※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。 ※数に限りがある商品もございます。品切れの際はご容赦ください。

「五つ星ひょうご」とは、ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊かな自然や歴史・文化を生かした商品のうち、“地域らしさ”と“創意工夫”とを兼ね備えた逸品を、
統一ブランド名「五つ星ひょうご」として全国に発信するものです。

●9月27日（火）まで 　　　　　 ●5階催場／

「神戸セレクション」は、神戸の風土が育む、魅力的な商品を公募・選定し、インターネットモールや百貨店などで販売する取り組みで、神戸経済
の活性化と新たな神戸ブランドの創出を目指しています。

〈5階催場の最終日は
　午後5時閉場〉 1階・エンジョイスペース

'16.9/21号.AD30.川越店.表面



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。

●予告
川越店  次週5階催場のご案内

◆9月29日（木）～10月3日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

九州・沖縄物産展
暮らし、素敵に。 まるひろ川越店

※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。

シーズンクローゼットまるひろ
ららぽーと富士見店からのご案内

本年屋上ビアガーデンは9月25日（日）午後10時にて今季の営業を終了させていただきます。

●9月25日（日）まで ●1・2・5階にて開催
まるひろMクラブカードまたはチェリーカード・リーダースカードのいずれかをご提示ください。ポイントアップフェアまるひろMクラブカード

　　　　　　　　　　 「デリス・ド・キュイエール 川上文代料理教室」主宰。
フランス三ツ星レストランでの研修や国内外にてプロ料理人の育成に勤める。

定員30名様
事前予約受付場所 5階・キッチン用品売場

神戸セレクション
特別企画 

講師:川上文代 氏

講師に料理研究家 川上文代氏を迎え、アメリカの
調理器具メーカー〈マイヤー〉の上質なデザインと
調理に必要な機能性を融合した「アナロンシリーズ」
を使用したお料理セミナーを開催いたします。

ロココ、バロック、アールヌーボー
といったヨーロピアンクラシック
スタイルの家具やインテリア
小物、照明等を中心にバラエ
ティに富んだレアな商品を
数多く取り揃えております。

〈マイヤー〉を使った料理セミナー輸入インテリア専門店〈メゾン・ド・マルシェ〉予 告
◆9月24日（土）：午後2時30分から（約60分）
◆8階・バンケットルーム

◆9月26日（月）まで
〈最終日は午後5時閉場〉
◆5階・特設会場

〈あやの小路〉の秋の新作や、
ららぽーと富士見店
オリジナル柄の新作
のご紹介です。

〈あやの小路〉オータムフェア

①2,160円②2,376円③7,020円
〈あやの小路〉×

①
②

③

・・・・・・・・・・・・・・・・286,200円

　イタリア製ダイニング
5点セット（テーブル：Φ100×H73cm・
チェア：W49×D54×H97cm）

・・・・・・・・1,944円

　ゴブラン
シェニール
マット
（W50×H80cm）

・・・・・・・・3,888円
（W70×H120cm）

・・・・12,960円
（W140×H200cm）

その他の参加店舗（五十音順） お楽しみ抽選プレゼント
期間中、味の銘店街（一部対象外の店舗もございます。）
にて540円以上お買上げごとに応募券にスタンプを１回
押印いたします。６個貯まりましたら、備え付けの応募箱に
ご投函ください。抽選にて209名様に旅行ギフト券など
素敵なプレゼントを差しあげます。応募箱は地階・中央
エレベーター脇、エスカレーター脇２カ所の３カ所に設置
してあります。

※生鮮品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 まるひろは、

お支払いが
一目で分かる

税込
表示

◆9月21日（水）～25日（日）
◆地階・食品売場

◆9月27日（火）まで ◆地階・味の銘店街／おかずの市場／食品催場特設コーナー

食品催場特設コーナー
実演実演

葵の倉／鮎家／泉屋東京店／伊藤園／大久保製茶／キーコーヒー／
京菓匠 鶴屋　信／京樽／京町五彩／銀座あけぼの／銀座アスター／
銀座鈴屋／神戸コロッケ／御座候／埼玉銘菓／志満秀／諸国銘菓／
新宿高野／新宿中村屋／宗家源吉兆庵／中央軒煎餅／デリサラ／
天松／新潟小川屋／日本ばし大増／にんべん／野村佃煮／花園万頭／
福砂屋／船橋屋／舟和／フロプレステージュ／文明堂東京／
ベジテリア／本高砂屋／ぽんぽこ亭／豆源／メリーチョコレート／
モロゾフ／山本山／ユーハイム･ディー・マイスター／横濱フランセ／
米八／ロイスピエールセントショコラズバー／ロクメイカン／和幸

・・・・・・・・・・・・・519円

・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円

〈サイボクハム〉骨付きハム 
 切り売り （100g当り）

〈山本海苔店〉
「焼きたて」焼海苔・味附海苔
（各8ッ切160枚）・・・・・各540円

・・・・1,080円
〈東京凮月堂〉
りんごのボックス（1台）
フルーツケーキ
（洋なし・パイン／1ホール）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・303円

〈龜屋〉ぶどう大福
（シャインマスカット使用／

1個） ・・・・・・・・・・・2,268円

〈菓匠 清閑院〉
福ぐり
（8個） ・・・・・・・・・・・・・・・・216円

〈菓匠 花見〉
生とら焼き（モンブラン）
（1個） ・・・・・1,080円

〈ヨックモック〉
さくさくキャラメリング
ダブルショコラ
（12個入） ・・・・・・・1,944円

〈ゴディバ〉
シャトン ジュワール
アソートメント
（6粒入）2,052円

〈坂角総本舗〉
秋てりは
（15枚×6袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈トップス〉
カフェオレロール
（7×11.5×縦5.5㎝／1台）

・・・・・・・・・・・・・・・・432円
・・・・・・・・・・・・216円

〈アンデルセン〉
安納芋のフランスパン
（1本）

（ハーフ）

・・・・・・・・1,080円

〈錦松梅〉
復刻版
会津塗容器入「もみじ」
（110g）

Present 期間中、2,160円
以上お買上げのお客様に
「オリジナル有田焼絵皿
（もみじ柄）」を差しあげます。

〈銀座新之助貝新〉
お多のし味袋（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・692円

〈味の浜藤〉
新漁さんま塩焼
（1尾） ・・・・702円

〈彩月〉
松茸ごはん弁当
（1人前・1折） ・・・・・・・・・・・・・・・・486円

〈大安〉
秋みょうが
（96g） ・・・・・・・454円

〈RF1〉
すだちで味わうたっぷり
きのこの秋サラダ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・　　　　　　1,512円

〈柿安本店〉ハンバーグステーキ
 （デミグラス・和風・トマト／冷凍）

〈アルデュール〉
マカロンお楽しみセット（8個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

・・・・・・・・・・・　　　1,080円

〈麻布あさひ〉
国産もも唐揚
（100g当り）・・・・・298円

〈紀文〉
おでん種詰合せ
（8種・10品）1,800円

先着90セット限り

先着100点限り

よりどり3個

●〈長野県産〉
えのき茸（約280g・1袋）

●〈茨城県産〉ピーマン（1袋）

●〈岩手県産〉きゅうり（3本）

●〈新潟県産〉
まいたけ（約120g・1パック）
お１人様2点・先着1200点限り

お１人様2点・先着1200点限り

お１人様2点・先着1200点限り

お１人様6本・先着6000本限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
〈山梨県産〉種なし巨峰（1房）

699円山本山 瀬戸内産全型焼海苔（24枚・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　1,199円

【丸広ミート】国産牛（交雑種）
サーロインステーキ肉（約170g・1枚）・
ロースステーキ肉（約190g・1枚）（各1枚）

・・・580円均一

・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円
【塩干コーナー】〈三重県産他〉
うなぎ蒲焼（2串）
【東信水産】刺身・切身各種
（※対象商品に限ります。）

先着400点限り

お１人様2点・先着600点限り

5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

99円均一セール99円99円99円均一セール均一セール均一セール99円99円99円均一セール均一セール均一セール99円99円99円均一セール均一セール均一セール青果青果青果青果21●水 22●木●祝 23●金

24●土 25●日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　299円
〈北海道産〉トマト（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　499円
〈栃木県産〉梨（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円
【塩干コーナー】
〈宮崎県産他〉ちりめん
（120g入）

新札幌乳業 札幌工場発
北海道牛乳（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　各299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）

お1人様1ケース（6本）限り

お１人様2点・先着500点限り

お１人様5点・先着2000点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　350円
・・・・・・・・・（1本）179円

2本

・・・・・・・・1,080円

【東信水産】
〈愛媛県産他〉
真鯛刺身用柵・
切身セット
（養殖／各半身） ・・・・・・・・・・・・・・2割引

【丸広ミート】
鶏肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　99円
〈群馬県産〉
（産地直送）レタス（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　99円
〈岩手・青森県産〉
サン津軽りんご（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【東信水産】
〈チリ産他〉銀鮭甘口半身
（養殖／1パック）

河村屋 ゆず白菜（250g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　各699円

サクラ印 純粋はちみつ（700g）・
はちみつブルーベリー（650g）・
てんさいオリゴ（500g）

・・・・・・・・・179円

お1人様3点限り

お１人様2点・先着1200点限り

お１人様5点・先着3000点限り

・・・・・・・・・・・・・699円

【塩干コーナー】
西京漬セット
（銀だら・銀鮭・
からすかれい・
他／計3切入） ・・・・・・・・・・・・・・2割引

【丸広ミート】
銘柄豚肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

24●土・25●日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円
産地精米 新潟県産コシヒカリしらゆき米
（5kg・1袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　　　　　　　　　　　499円

ネスカフェ ゴールドブレンド（90g・1本）
各日お1人様2点限り

・・・・・・・・・・・・・・・　　　・・・・・・・99円

599円

・・・・169円

【東信水産】
〈チリ産他〉
トラウトはらす
（100g当り）

〈北海道産〉ブロッコリー（1個）

〈岡山県産〉
ニューピオーネ（1房）

お１人様2点・先着1000点限り ・・・・・・・・・・・・・・・　　　・・・・・・・99円お１人様2点・先着1000点限り

お１人様2点・
先着500点限り

・・・・・・・・1,080円

本まぐろ入
こだわり寿司セット
（12貫・1折）

・・・・・・・・・・・・399円

ヤスダ ドリンク
ヨーグルト
（900㎖・1本）

2割引
【丸広ミート】牛肉
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・199円2割引

【丸広ミート】
すき焼用各畜種
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

愛たまご 深谷
育ちのたまご
増量（10個＋2個）

・・・・・1,080円
【東信水産】
本まぐろ入刺身盛合せ
（3点盛）

・・・・・・・・・・499円

【塩干コーナー】
〈長崎県産他〉
真あじ開き
（3枚入）

〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・　　　59円

〈ニュージーランド産〉
キウィフルーツ
（グリーン）（1個）

お１人様5点・
先着3000点限り

秋の銘店街秋の銘店街味まつり第2弾
第46回 味まつり
9月21日（水）～23日（金）限定販売
お楽しみ袋（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　3,240円

・・・・・・・・16,200円 ・・・・・・・・・1,620円
〈睡眠科学〉婦人シルクサテン
パジャマ（絹100%）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,888円

〈資生堂〉ルージュ ルージュ
（全16色） ・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円

・・・・・・・4,644円
5,724円から

〈ネイルズユニークアルティミッド〉
 選べるハンドケアセット
（ハンドケアメニュー・爪の形整え・表面

 磨き・甘皮処理）

【2階・婦人ナイティ】 【3階・ネイルサロン】

肌なじみがよいシルク素材は、吸湿、
吸水、保湿性があるので一年を通して
着用いただけます。

・・・・・290円
290円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

ロッテ 乳酸菌ショコラ
（ミルクチョコレート／56g）
（アーモンドチョコレート／86g）

『チョコレートでコーティングする事で、
生きた乳酸菌が100倍腸までとどく』
チョコレートです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円
5,400円

〈エスト〉
SOFINA iP
美活パワームース
（土台美容液／90g）

（レフィル）

まるで生まれ
変わったかのように、
うるおい・ハリに満ち、
気になるザラつきも
ツルツルに。肌の
調子を健やかに保つ、
土台美容液です。

16色の赤があなたの魅力を引き出す。
気分を高揚させる塗り心地で、魅力を
引き出す口紅。

基本ケアの
新提案。

肌と一体化する独自の発色とフィット感で、肌色
まで美しく見せ、すんなりとなじむ口紅です。リッチ
でクリーミーなテクスチャー、塗った瞬間の高揚感。
ルージュ ルージュがあなたの魅力を引き出します。

爪の形整え、表面磨き、甘皮処理いずれか
2つで2,000円のお得なメニューです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
〈生活の木〉
アロマランプ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

〈ハウス オブ ローゼ〉
コリキュアーズ 
ボディアロマクリーム
（ボディ用クリーム／150g）ブレンドエッセンシャルオイル

「ドリーミータイム」（10㎖）

ベルガモットやラベンダーをブレンドしたやさしい
香りのオイルと、温かみのある灯りが楽しめる
ランプで1日の疲れをリセット。心地よい眠りに。

心地よい
リラックス感を
もたらすシトラス
ラベンダーの
香りで心と体を
リフレッシュ。
おやすみ前の
マッサージに
おすすめです。

発色の良いブルーが
秋冬のカジュアルスタイルを
品良く明るく仕上げます。

今シーズンのトレンド、
ファーや革素材を
さっそく着こなしに。
スヌードやシンプルな
ブルゾンなら
オン＆オフで活躍します。

断切り加工の
カーディガンや光沢と
落ち感が上品なパンツ
はエレガントにも
カジュアルにも
着こなせます。
グレーとブルーの
２トーンで都会的に。

外側のポケットで
小物などが便利に収納でき、
斜め掛けも可能な
ショルダーストラップ付き。
大胆なプリントでアクセントに。

【1階・化粧品】 【1階・化粧品】 【5階・生活の木】 【5階・ハウス オブ ローゼ】 【地階・食品売場】 【地階・食品売場】

カラダの内と外からしっかり整えて。いつまでも美しくイキイキと健やかに。まるひろが日々 のケアをお手伝い。■9月27日（火）まで ■各階にて開催

所要時間
5～15分

〈センソユニコ〉
慈雨フェア

〈ワコール〉SUHADA 
肌リフトデビュー

綾花バイタルアップローション各種・
ミルキーローション各種・エッセンス

◆2階・ワコールコーナー

◆1階・化粧品

◆1階・化粧品

◆5階・化粧品 ◆2階・キャラクター

〈エスティ ローダー〉

〈ＳＫ-Ⅱ〉

◆1階・化粧品
〈ランコム〉

◆1階・化粧品
〈資生堂〉

〈ちふれ化粧品〉

●クレームコントゥールデジューn（医薬部外品／クリーム（目もと用）／15g）
 またはル・セラム（医薬部外品／美容液／40㎖）
●クレームデマキアント（メーク落とし／20g）
●ムースネトワイアントA（洗顔フォーム／20g）
●ローションイドロA（医薬部外品／化粧水／30㎖）
●エマルションプロテクトゥリス（医薬部外品／乳液（日中用）／
 SPF25・PA+++／12㎖）
●エマルションアンタンシヴ（医薬部外品／乳液（夜用）／12㎖）
●ル・コトンn（化粧専用／14枚入×2）

実感、もっと輝く肌へ。
季節や使い心地、
重点的にケアしたい
肌悩みから、自分に
ぴったりのお手入れ
が選べます。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※缶のデザインが変更になる場合がございます。

〈ワコール〉
SUHADA 肌リフト
（GRC415）

（GRC315）

シュープリーム プラス トータル クリーム
（73g）

R.N.A.パワーアイセット ラディカル
ニューエイジ（セット内容：R.N.A.パワーアイクリーム
（15g）・フェイシャルトリートメントエッセンス（10㎖）・
R.N.A.パワー（2.5g））

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,740円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,052円

グランディオーズ
ライナー（1.4㎖／全3色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,536円

クレ・ド・ポー ボーテ
クレームコントゥールデジュー/ル・セラム
限定キット・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円～27,000円

新感覚ボトムでスリムな
シルエットにリフトアップ。

簡単リキッドアイライナー。
史上初の35°に曲がる筆先。

2つの高機能
アイテムに
クレンジングと
化粧水、乳液
をセットした
限定キット。

ポイント5倍

ポイント3倍

ポイント3倍

ポイント3倍

ポイント3倍

ポイント3倍 ポイント3倍

ポイント3倍
ポイント3倍

ポイント5倍

見た目も手触りも
インパクトがある
カーディガンと長めの
ブラウスは裾や袖を
チラリと見せたコー
ディネートをお楽しみ
ください。

◆2階・キャラクター

SCAPAらしい
ツィードのジャケット
をメインに都会的な
スタイリングを提案。

〈スキャパ〉

9月16日（金）発売
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　〈ニナリッチ〉
ショルダーバッグ
（ナイロン・ポリエステル

混紡・牛革）24,840円
【2階・ハンドバッグ】

　〈フィン〉
モカシンシューズ
（S～LL）・・・・・・・・12,744円

【1階・婦人靴】

大胆なボーダーの
ニットコート。シックな
色使いがスカートから
パンツまで、カジュアル
スタイルを上品に
仕上げます。

　〈トゥモローランド〉
ニットコート（毛67%・
綿20%・ナイロン10%・
アクリル3%）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,040円
ブラウス（絹100%）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円

パンツ（レーヨン60%・
毛40%）・・・・・・・18,360円

【3階・ヤングキャラクター】

※バッグ、ネックレス、シューズは
　参考商品です。

　〈自由区〉
コート（ポリエステル42%・
毛23%・ナイロン17%・
綿12%・レーヨン6%）

ニット（毛100%）

・・・・・・・・・・・・29,052円

・・・・・・・・・・・・13,932円
パンツ（指定外繊維
（テンセル）66%・
ナイロン32%・
ポリウレタン2%）
・・・・・・・・・・・・18,252円

【2階・ミッシースポーツ】

※帽子、ネックレス、バッグ、
　シューズは参考商品です。

　〈アンタイトル〉
ブルゾン（羊革）

ファー

スカート（指定外
繊維（リヨセル）63%・
ポリエステル36%・
ポリウレタン1%）

・・・・・・・・・・・・49,680円

・・・・・・・・・・・・18,360円

・・・・・・・・・・・・11,880円

【3階・トランススポーツ】

■
各
階
に
て
開
催※ニット、シューズは参考商品です。

Before
※写真は
イメージです。 After

〈トリンプ〉プレミアムブランド
「エッセンス バイ トリンプ」のご紹介
◆2階・トリンプコーナー

繊細なリバーレースと
やわらかなストレッチサテン
を組み合わせたドレープ
感あるシリーズをこの
機会にぜひご覧ください。

ポイント3倍

期間中、「エッセンス 
バイ トリンプ」をお買上げ
のお客様先着20名様に
粗品を差しあげます。

Present

各日先着30点限り
各日先着20点限り

※缶のデザインが変更になる場合がございます。

〈ぶんご銘醸〉
酒蔵のあまざけ
（900㎖・1本） 

腸内環境を整え、
免疫力を高める
働きがあると
いわれる麹菌や、
必須アミノ酸、ブドウ糖
が含まれています。
防腐剤・糖類不使用。

〈ハリスツイード〉の新作帽子の
ご紹介です。

〈ハリスツイード〉
婦人帽子フェア

①6,264円
②7,020円

①

②

●9月25日（日）まで ●9月25日（日）まで


