
2/10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 2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
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

誠に勝手ながら2月15日（月）は決算品調べのため
午後6時閉店とさせていただきます。

◀①
②

Valentine　Chocolat　Museum
2016まるひろ バレンタインショコラミュージアム ◆2月14日（日）まで ◆5階催場 http://www.maruhiro.co.jp/検索丸広百貨店

まだ間に合います。 まるひろオンラインショップでも
バレンタインチョコレート販売中です。

※2月14日（日）のお届けは、2月11日（木・祝）午前8時まで

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※詳しくはWEBにて。

似顔絵をチョコレートに添えて、世界でたったひとつのチョコレートを
プレゼント！ クリエイティブユニット「holiday」のクロッキームッシュこと、
堀出 隼氏がその場で描く似顔絵を、ご自身で自由に
箱に貼っていただく、スペシャルイベントです。

※数に限りがございます。
※正午12時～午後1時、午後4時～午後4時30分は、
　休憩時間とさせていただきます。

・・・1,188円
似顔絵付チョコレート
（ロイスピエール セントショコラズバー7個入）

堀出 隼氏

予告

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

ジャン＝ポール・
エヴァン氏ボワットゥ ショコラ6個入 

ストリートアート・・・・・・2,841円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,124円
マカロン４個入

・・・・・・594円

□←〈新宿高野〉
Fruitティラミス
（1個）

・・・・2,160円

〈新宿高野〉
□→ショコラ
ノワール
（1台）

1,080円

〈ゴディバ〉
ゴールド
コレクション
（5粒入）

〈メリーグレイシャス〉
アマービレ
（9個入）・・・・・・648円

〈モロゾフ〉
プリエール
（10個入）

1,080円

〈ピエール・エルメ・パリ〉
マカロンショコラ６ヶ詰SPBOX（１箱）・・・・2,592円

□→〈デメル〉
ザッハトルテ
（3.5号／1台）
・・・・・・・・・・・2,160円

□←〈ルタオ〉ショコラドゥーブル
（直径約12ｃｍ／1台）1,728円

〈アンデルセン デニッシュハート〉
バレンタインＢＯＸ（1箱5個入）1,080円

〈ガトーフェスタ
ハラダ〉
グーテ・デ・ロワ
プレミアム・
バレンタイン
エディションM／
mika ninagawa
コラボパッケージ

※2月11日（木・祝）からの
　販売となります。

※2月12日（金）からの販売となります。

□←〈アカシエ〉
テリーヌ・ショコラ
（５個入）

（1本）
1,500円

・・・・・2,600円

ピエール・エルメ氏

New

〈ヨシノリ アサミ〉クレームグラッセ
（ノワール・オレ／各１個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 670円各日各100個

浅見 欣則氏

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉

※写真は
イメージです。

◆5階催場 特設イベントスペース

似顔絵イラスト付
チョコレート販売会♥2/11♥♥

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38,800円

〈オロビアンコ〉
バックパック
（H38×W31×D11cm／イタリア製／

ナイロン・牛革）

【1階・ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,880円

〈ラ・コレクション〉
コート（綿51％・ポリエステル46％・
ポリウレタン3％）

【3階・トランススポーツ】

PRESENT ファッションショーをご予約
いただき20,000円以上お買上げのお客様
先着10名様に粗品を差しあげます。

PRESENT ファッションショーをご予約
いただき20,000円以上お買上げのお客様
先着10名様に粗品を差しあげます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,360円

〈リーガル〉
カジュアルシューズ
（天然皮革）

【1階・婦人靴】

2016
Spring Fashion

● 各階にて

1回目  ： 午後1時30分／
2回目  ： 午後3時30分

バレンタインデー特別企画
スプリングコレクション
ファッションショー

● 2月14日（日）

●3階・ラルフローレンショップ前

参加ブランド

人気の６ブランドからこの春おすすめの
スタイリングを計１８スタイル
ご紹介いたします。

新しい季節に心も軽く。春の気分をさそうおしゃれが、咲きそろいました。

お席をご予約いただいたお客様へ当日
チョコレートを差しあげます。

※ご予約は各ブランド売場にて承ります。

※インナーは参考商品です。
PRESENT

まるひろ
スプリングファッション

・・・・・・20,520円パンツ（テンセル100％）

今シーズンは「MULTI-PRIDE」をテーマに
さまざまな要素を掛け合わせ自分だけの
スタイルを楽しむ女性に向けたファッションを
提案いたします。

【3階・ヤングカジュアル】

・・・31,320円

〈23区〉
コート
（綿73％・ポリエステル27％）

【3階・トランススポーツ】
・・・・・・19,440円

パンツ
（綿98％・ポリウレタン2％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,250円ニット（綿100％）

・・・・18,360円パンプス（牛革スエード）

木・祝

1,944円①（プレミアム5枚、プレミアム　バレンタインエディション5枚）

1,296円②（プレミアム3枚、プレミアム　バレンタインエディション3枚）



※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。

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。

暮らし、素敵に。                     まるひろ川越店
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まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示食品日替り特価 ◆地階・食品売場生活応援プライス ※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。9999円均一セール99円均一セールオープニングスペシャル

プライス

オープニング大特価

●〈群馬県産〉はくさい
   （1/4カット）

●ママー スパゲッティ
   （1.4mm・1.6mm／各300g・1袋）

●クノール カップスープ（コーンクリー
   ム・粒入り・ポタージュ／3袋入・各1箱）

●明冶 プロビオヨーグルト各種
   （各112g）

●QBB ベビーチーズ各種
   （各4P）

●マルちゃん 北海道産
　小麦の玉うどん
  （540g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129円

〈長野県産〉
ぶなしめじ
（約200g・1袋）

先着300点限り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円

〈静岡県産〉
樹熟採取青島みかん
（7個入・1袋）

先着100点限り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈栃木県産〉
とちおとめ（1パック）
先着100点限り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・799円

山本山 全型
焼海苔（24枚入）各599円

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

・・・・・・・139円
マルちゃん 焼そば
（3食入・1袋）・・・                        599円

サトウ 切り餅 パリッと
スリット（1kg）

・・・・・・・・・・189円
雪印メグミルク 牛乳
（1ℓ・1本）

・・・・・・・・・・・・399円
にんべん つゆの素
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・199円

愛たまご 深谷育ちの
たまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

〈神奈川県産〉
だいこん（1本）
先着200点限り 

先着300点限り 

お1人様5点限り 

お1人様2点限り 

3点限り

先着80点限り

先着200点限り 先着300点限り

先着300点限り

3袋

お1人様各2点限り 

●〈新潟県産〉まいたけ
   （1パック）先着300点限り 

●〈新潟県産〉えのき茸
   （約200g・1袋）先着300点限り 

●〈栃木県産〉にら
   （1袋）先着200点限り 

●〈青森県産〉カット長芋
   （1袋）先着200点限り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・999円
〈熊本県産〉晩白柚
（1個）

・・・・1,880円

【丸広ミート】
国内産黒毛和牛
サーロインステーキ用
（180g・1枚）

198円
【東信水産】柳だこ
刺身用（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・150円

【東信水産】
〈チリ産〉ふり塩銀鮭
（1切）

・・・・・・・・・・429円

【丸広ミート】
国産牛（交雑種）
バラカルビ焼肉用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

〈秋田県産〉
（菌床栽培）生椎茸
（100g当り）

先着100点限り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈長野県産〉
市田柿（1パック）
先着100点限り 

・・・・・・・・・・179円

【丸広ミート】
岩手県産南部どりもも
肉・水炊き・唐揚げ用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・265円
青森海鮮だし寄せ鍋スープ
（しょうゆ味・みそ味／各750g）

152円果樹園のりんごスティック（ふじ／20g）
・・378円ツルアラメ入りとろろ昆布（80g）

・・・全品3割引

【東信水産】
「魚の日」鮭
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

・・・・1,880円

産地精米 新潟県産
しらゆき米
（5kg・1袋）

・・・各129円

森永 ビヒダス
ヨーグルト BB536 
プレーン・脂肪0
（各400g・1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

〈埼玉県産〉
長ねぎ
（2本・1袋）
先着200点限り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈秋田県産〉
精度センサー選別
サンふじ
（4個入・1袋）

先着100点限り 

お1人様2点限り 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

【丸広ミート】
国内産黒毛和牛
肩ロースすき焼き用
（解凍品含む／100g当り）

・・                         499円

【東信寿司】
鉄火丼（1折）

・・                         299円
マルコメ 京懐石（650g）

・・・・・・・・・・・・・・・・279円
明治 十勝カマンベール
（100g）

・・・・・・・・・・・・・全品2割引

　　　【丸広ミート】
牛・豚・鶏すき焼き用肉
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・全品3割引

【東信水産】
まぐろ
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

◆2月16日（火）まで 
◆地階・食品催場

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。

※表示価格は割引後の価格となります。

・・・・・・1,080円

グーテ・デ・ロワ  
ソレイユ／簡易箱
（5枚入）

・・・・・・・・・・・・756円

グーテ・デ・ロワ
ホワイトチョコレート／
簡易大袋
（10枚入）

◆2月16日（火）まで 
◆1階・西口特設会場

◆2月14日（日）まで ◆別館3階・手芸コーナー
ミシンバーゲン

リビング用品
処分市

〈にんべん〉本枯鰹節物語
（2.5g×30袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈伊藤園〉伊藤園煎茶
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

〈柿安〉松阪牛ハンバーグ
（2個入）

長ひじき（35g）

芽ひじき（35g）
あおさ（12g）

・・・・1,728円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

函館がごめとろろ
（35g）・・・・・・・・・・・・・・398円
いかめし（2尾入）498円

紅鮭切り落し（1盛）
1,080円

432円
・・・・・・・・・・・　　　　1,000円〈銀座新之助貝新〉お楽しみ袋

（佃煮5点入） 1,080円
〈山本山〉全型焼海苔
（24枚入）・・　　　　　　　　　　1,080円

〈山本海苔店〉焼のり・味附のり・青混ぜ
（8ツ切・各160枚入）

　楡鋸目入5尺カウンター
（W148×D45×H85cm）

・・・・・各1,080円

　若狭塗食洗器対応箸各種
木製デザート、コーヒースプーン各種
木製靴べら

・・・・・・・・・162円から
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　378,000円

&

※処分品の為、返品、交換はご容赦くださいませ。※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。※ポイントサービスの対象外となります。 

※商品はご自宅使用限定とさせて
　いただきます。
※ご進物としてのご注文は承り
　できません。（のし掛、包装などの
　ご依頼はご遠慮ください。）

ギフト商品（外箱等に多少の傷、難あり商品の為）を、処分価格（メーカー希望小売価格の
50%OFF　　　）にて特別大提供いたします！※表示価格は

割引後の価格です。

〈青森県・あおもり北彩館〉

ふるさと割3割引セールふるさと割3割引セール

〈長崎県・
新鮮な海の市場〉

〈北海道・
山丁長谷川商店〉

予告

予告

◆  2月16日（火）～18日（木） 〈最終日は午後4時閉場〉 ◆ 5階催場

◆  2月16日（火）～18日（木） 
　　〈最終日は午後4時閉場〉 ◆ 5階催場

※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。

特別提供品

川越店500セット限定 お１人様１セット限り

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●友の会カウンターにて販売いたします。

※上記、大人のエンジョイパスを
お持ちの方がご購入いただけます。

今月は  2月15日（月） 販売！

1割
お得な

※詳しくは、別館4階・友の会カウンターまで。

「大人のEnjoyパス」は従来のポイントサービスに
更に特典をプラスしたサービスです。

●税抜3,000円以上のお買物でスタンプを１個押印。 
●半年間でスタンプが12個貯まると500円のお買物券と交換。 
●パスは、友の会カウンターにて発行いたします。 
●パスの発行・交換は偶数月のみとなります。

60歳以上のMクラブカード
会員の方に無料でパスを発行。
※今年60歳になられる方も
　対象となります。

お得な

登録受付中！

Mクラブからの大切なお知らせ ボーナスポイントは、基本ポイントプレゼントの対象となった
年間のお買上げ金額（税抜）に応じて、プレゼントいたします。 ※ボーナスポイントは、

2016年3月の付与を
もちましてサービスを
　終了いたします。

予めご了承くださいませ。

※ボーナスポイントの計算は、3月より翌年2月末までの1年間となります。
　入会初年度のみカードをご利用いただいた日から2月末日までとなります。
※ボーナスポイントは、年間お買上げ計算期間終了後の翌月（3月）に付与
　いたします。なお、有効期限は、付与された年の12月末日までといたします。
※年間お買上げ金額の計算には、一部除外商品・催し物がございます。

※年間のお買上げ金額が、40万円に達しますと、レシートに印字されます。

50万円以上
70万円未満

基本ポイントプレゼント
の対象となった年間
のお買上げ金額

70万円以上
100万円未満

100万円以上

ボーナス
ポイント

3,000
ポイント

5,000
ポイント

7,000
ポイント

32,184円

■〈ブラザー〉
コンピューターミシン
（AF200）

42,984円

■〈JUKI〉
コンピューターミシン
（HZL-K20）

Present 期間中、ミシンをお買上げいただいたお客様に粗品を差しあげます。Present 
期間中、5,400円以上お買
上げのお客様に「オリジナル
グラス」を差しあげます。
※数に限りがございます。

専門アドバイザーによる
ミシンの実演説明会開催
◆2月10日（水）午前１0時～午後５時

生地・毛糸各種
20%OFF

※一部除外品もございます。

〈ラフ〉期間限定セール

気楽なライフスタイルに合
う温もりが感じられる飽き
のこないデイリーカジュア
ルウェア＆雑貨を期間限
定でご提案いたします。

実演

試食販売実施


