
まるひろ全館
冬の冬の

※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。

まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。
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」

まるひろ
Mクラブカード
会員様

11/30□水
1日限り 食料品 ポイント フェア 3  3 倍

まるひろ各店共同企画特別号

東松山店 0493（23）1111（代表）
営業時間：午前10時～午後7時

川越店 049（224）1111（大代表）
営業時間：午前10時～午後7時

上尾店 048（777）1111（代表）
営業時間：午前10時～午後7時30分

日高店 042（984）1111（代表）
営業
時間

1階＝午前10時～午後7時30分
2階＝午前10時～午後7時

飯能店 042（973）1111（代表）
営業時間：午前10時～午後7時

入間店 04（2963）1111（代表）
営業時間：午前10時～午後7時30分

坂戸店 049（288）0001（代表）
営業
時間

1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時

11/30水

2016

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

サンキューセール日替り 3939
Thank You

390円・1,390円・2,390円・3,900円の限定均一価格をご用意！

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」11/30（水）は「100円（税抜）のお買物で3ポイント」

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
11/30水1日限り

まるひろ全館

冬の冬の
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

食料品 まるひろ各店共同企画 川越店・飯能店・東松山店・入間店・上尾店・坂戸店・日高店
●各店食料品売場●食料品売り出し期間11/30 12/4水 日

限り ポイント フェア倍 3  3 11/30 水オープニングスペシャルプライス

※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。

※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。

期間限定！！ 手数料はまるひろ百貨店が負担します。 

※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
■12月13日（火）まで
■1レシート合計30,000円以上が対象です。※対象売場は各店販売員におたずねください。

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！

暮らし、素敵に。 まるひろ入間店

★11月30日（水）～12月6日（火） ★各階にて開催

390円390円108円108円

11/

水
30

【紳士靴下】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　390円
　紳士毛混靴下2足組各種
（24～26cm） 各店50点限り

【家庭用品】

【各店＝和洋酒】【各店＝名店】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,390円

　〈ヴェンセ〉笛吹ケトル
（IH対応／2.5ℓ）

【オンシーズン】

・・・・・・・・・・5,400円婦人コート各種

アウターバーゲン

紳士服 リビング

【ハンドバッグ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,390円

　婦人トートバッグ各種

【オンシーズン】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,900円
　婦人ジャケット各種

各店30点限り

服飾雑貨 婦人服

12/

土
3

【婦人靴下】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　390円
　婦人アンゴラ混ソックス
（2足組） 各店100点限り

【ウィークエンドスタイル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,390円
　婦人カットアンドソーン各種

各店20点限り

服飾雑貨 婦人服

【玩具】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,390円

　〈エドインター〉
アニマルビーズバス（3才以上）

【寝具】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900円

　肌掛けふとん
（ポリエステル100％・0.3kg／140×190cm）

玩具 リビング

12/

日
4 【タオル】

390円
　〈泉州タオル〉
フェイスタオル各種

【子供服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1,390円

　〈ドーリーリボン〉
ボアパーカー各種

各店20点限り

※入間店・日高店ではお取り扱いしておりません。

※日高店ではお取り扱いしておりません。

リビング 子供服

【スタイリッシュガーデン】2,390円

　婦人発熱素材
カットアンドソーン各種

【カジュアルパーツ】・・・・・3,900円
　紳士ダウンコート各種
川越店：20点限り／他各店：10点限り

川越店：20点限り／他各店：10点限り
川越店：100点限り／他各店：50点限り

川越店：20点限り／他各店：10点限り

川越店：10点限り／他各店：5点限り

川越店：30点限り／他各店：20点限り

※入間店・日高店ではお取り扱いしておりません。

婦人服 紳士服

婦人服

【婦人靴】

ショートブーツバーゲン
服飾雑貨

【紳士雑貨】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から
紳士手袋各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円から
婦人ショートブーツ各種

紳士手袋バーゲン
紳士服

【子供服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
フリーストレーナー各種

〈プーマ〉バーゲン
子供服

【寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
シープ調パッドシーツ
（Sサイズ）

パッドシーツバーゲン
リビング

川越店・飯能店・東松山店・入間店・上尾店・坂戸店・日高店
まるひろ各店共同企画

●ミツカン 穀物酢（500㎖）
●S&B 本生本わさび（43ｇ）・
しょうが（40ｇ）
●Ｓ＆Ｂ おでんの素
（80ｇ）

●ヒガシマル うどんスープ
（6袋入）

●グリコ ポッキーチョコレート
（2袋入・1箱）

●明治 カール
（チーズあじ・カレーあじ／各1袋）

●ＱＢＢ ベビーチーズ各種
（4個入）

●マルちゃん 北海道産小麦の
玉うどん（180ｇ×３）
●タカノ 絹美人（150ｇ×３）
●和歌山産業 ジュレココ
（みかん・キウイ・ピーチ・マンゴー／各1個）

●ヤマザキ 薄皮パン
（つぶあん・クリーム・ピーナッツ／各5個入）

●ヤマザキ スイートブレッド
（5枚入）

159円

〈山形県産他〉
長ねぎ（1袋）

・・・・780円

〈愛媛県産他〉
真鯛切身
（養殖／3切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    99円

〈秋田県産他〉
サンふじりんご（1個）

1,280円

【魚屋の寿司処】
握り寿司セット（15貫・1折）

・・・・・・・499円

国産牛（交雑種）
バラカルビ焼肉用
（100g当り） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　599円

サトウ 切り餅パリッと
スリット（1ｋｇ・1袋）

・・・・・・・・・・・・・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
・・・・・・・199円

【デリカ味彩】
南部鶏の唐揚げ
（100ｇ当り）

お1人様2点・先着300点限り

先着50点限りお1人様5点・先着500点限り

お1人様2点限り

よりどり4個セルフマート サンキューセール

限りポイント フェア倍 3  3 11/30 水 12/1木 2金 3土 4日●

川越店：30点限り／
飯能・東松山・坂戸・日高店：各店10点限り／
入間・上尾店：各店20点限り

※川越店ではお取り扱いしておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    79円

〈茨城県産〉
れんこん（100ｇ当り）

・・・・・・・398円

〈太平洋産他〉
めばちまぐろ柵
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    99円

〈福岡県産〉
富有柿（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 780円

【魚屋の寿司処】
握り寿司セット（10貫・1折）

199円

国産豚ロース
うす切り肉（銘柄豚を
除く／100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・799円

山本山 瀬戸内産
全型焼海苔
（24枚・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219円

明治 おいしい牛乳
（1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・280円

【デリカ味彩】ささみの
梅しそ竜田揚げ
（５個入）

先着100点限り

先着50点限り

※川越店ではお取り扱いしておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　299円

〈愛知県産〉
トマト（1袋）

1,080円

〈インドネシア産他〉
天然ホワイトえび（10尾入）

299円

〈山形県産〉
ラ・フランス（2個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　680円

【魚屋の寿司処】
握り寿司セット（8貫・1折）

・・・・278円

プリマハム 香薫
あらびきウインナー
（90ｇｘ2・１束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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）

・・・・・・399円
阿部善 ふるさとおでん
（10種17品）

・・299円

【デリカ味彩】
からふとししゃも
フライ（１０本）

先着100点限り 先着100点限り

各日先着50点限り先着50点限り

お1人様1ケース（6点）限り

※川越店ではお取り扱いしておりません。

129円

〈茨城県産〉
はくさい（1/4カット）

・・・・・1,980円

〈アメリカ・ロシア産〉
塩数の子（化粧箱入／
約500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈長崎県産〉
味まるみかん（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円

【魚屋の寿司処】本まぐろ入
握り寿司セット（10貫・1折）

1,180円

〈国内産〉黒毛和牛
肩ロースすき焼き用
（100g当り）

・・・・・・499円
魚沼新潟物産 八海山
酒粕（500ｇ）

・・1,880円

堀商店 新潟県
岩船産コシヒカリ
（5ｋｇ・1袋）・・・・・・・・・・250円

【デリカ味彩】照り焼き
チキンステーキ
（1パック）

各日先着100点限り

各日お1人様2点・先着100点限り

※川越店ではお取り扱いしておりません。※入間店は別途商品をご用意いたします。

目指せドンペリ！！ “シャンパン”ハント

※中身の見えない
ブラインド方式となっております。

シャンパン＆スパークリングワイン
感謝袋
（750㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・2,700円

野村佃煮
感謝袋
（5品・1袋）

・・・・・・・・・・・1,080円
【各店＝食品ギフト】

笛木醤油
感謝袋
（7品・1袋）

・・・・・・・・・・2,160円
各店先着60点限り各店先着24点限り

◆12月4日（日）まで ◆各店＝食料品

※なくなり次第終了とさせていただきます。◆11月30日（水）から 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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・409円
丸漬 千枚漬
（100ｇ）

かぶらの味を引き立たせる
ため昆布を効かせ、さっぱり
と甘口に仕上げました。

食料品 大感謝袋 ※写真は
一例です。

※写真は
一例です。

※写真は一例です。

※写真は
一例です。

※写真は一例です。

川越・上尾店：
各店先着20点限り／
他各店：先着10点限り

対象店舗合計200名様

対象店舗合計 30組60名様クラブツーリズム 日帰りバスツアー

期間中、対象売場にて1会計で1スタンプ、3スタンプ集まりましたら、
素敵なプレゼントが当たる抽選会にご応募いただけます。
※詳しくは応募用紙をご覧くださいませ。

「成田山新勝寺、香取神宮、鹿島神宮、成田のホテルで新春バイキング」または
「世界遺産 忍野八海とカニ尽くしの昼食、山中湖でダイヤモンド富士観賞」

『クラブツーリズム バスの旅』が当たる！ペアで行く！

特賞

全国百貨店共通商品券まるひろ賞

※写真は全て
イメージです。

■応募期間：12月6日（火）まで（営業時間中）当選の発表は当選のご案内状のご送付をもってかえさせていただきます。
■応募受付：●川越店 1階・西口特設コーナー／東口特設コーナー
●飯能店 1階＝正面入口・青果入口 ●東松山店 1階＝東口（立体駐車場側）入口／各階集合レジ
●入間店 3階＝サービスカウンター／地階＝食料品・クリーニング側入口
●上尾店 2階＝エスカレーター上り前 ●坂戸店 1階＝正面入口／2階＝レジ／3階＝レジ
●日高店 1階＝サービスカウンター ●南浦和店 1階＝正面入口

1,000円分

※入間店・日高店ではお取り扱いしておりません。

※坂戸店・日高店ではお取り扱いしておりません。

99円均一セール99円均一セール
●〈埼玉県産〉きゅうり（2本）

お1人様4本・先着1200本限り

●〈長野県産〉えのき茸（1袋）
お1人様2点・先着300点限り

●〈青森県産〉泥ごぼうカット（1袋）
お1人様2点・先着300点限り

●〈北海道産〉玉ねぎ（3個）
お1人様6個・先着1200個限り

●〈北海道産〉じゃが芋（3個）
お1人様6個・先着1200個限り

青 果

精 肉

【デリカ味彩】※川越店ではお取り扱いしておりません。
●肉団子（100ｇ当り） ●揚げもち（1本）

●国産若鶏 もも肉・国産銘柄鶏 手羽元・ささみ
（解凍品も含む／各100ｇ当り）

●国産豚 もも切り落し・挽肉（銘柄豚を除く／各100ｇ当り）

※写真は一例です。

各階お買得バーゲン 有名メーカー協賛品から、今すぐ役立つ商品を一挙大処分！

お1人様5点・先着300点限り お1人様2点・先着100点限り

★11月30日（水）～12月6日（火） ★各階にて開催クリスマス特集

手芸キットフェア 〈銀座山野楽器〉電子ピアノウィンターセール

②クリスマスの贈り物 刺繍キット 
オリジナル専用フレーム付き
（サンタ＆ツリー・スノーマン・キャンドル／
各１セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円から

新ブランド
デビュー

04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

ま
る
ひ
ろ
全
店
、年
内
は
休
ま
ず
営
業
い
た
し
ま
す
。

,16 Maruhiro Christmas こころを込めて選んだプレゼント。
輝く笑顔を大切な人へ届けます。

http://www.maruhiro.co.jp/検索丸広百貨店

◆地階＝名店
ご予約承ります。

※お品代はご予約の際、または
　12月14日（水）までにご来店にて
　お願いいたします。
※数に限りがございますので、
　お早めにご予約くださいませ。
※その他多数商品がございます。

※お品代はご予約の際、または
　12月22日（木）までにご来店にて
　お願いいたします。

12月14日（水）まで
ご予約受付

12月23日（金・祝）・24日（土）
〈各日午前11時から〉

お渡し

クリスマスケーキ

5,400円

〈アニバーサリー〉
北欧のクリスマス
（直径約16cm）

ご予約承ります。
◆ 地階＝名店
ご予約受付

お渡し

12月22日（木）まで
12月31日（土）
〈午前11時から午後5時〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

【なすび亭】
和風二段重
（26品目 約4人前／
20×20×5.8cm×2段）

①アクリル毛糸で編む
クリスマスベル・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
※1キットで5個作れます。

婦人専門店バーゲン
◆11月30日（水）～12日5日（月）

〈最終日は午後5時閉場〉
◆6階＝レストラン街特設会場

〈レリアン〉
マンスリーコレクション

12月1日（木）「北京飯店」
地階食料品売場にOPEN!

◆12月1日（木）～7日（水）
◆2階＝レリアン

◆別館1階＝手芸 ◆11月30日（水）～12月19日(月）〈最終日は午後5時閉場〉◆6階＝特設会場

〈エレメント・オブ・シンプルライフ〉
ショールカラーカーディガン
（表地：アクリル47％・毛25％・
ナイロン23％・レーヨン3％・
ポリエステル2％）・・・・18,360円

裏地付で、防風効果のある
カーディガンです。

【3階＝紳士服】
マフラー（シルク100％）11,880円

肌触り滑らかなシルク100％
マフラーと便利なタッチパネル
対応手袋です。
〈タケオキクチ〉
手袋（毛100％／
タッチパネル対応）・・・・・4,320円

【3階＝紳士雑貨】
長財布（牛革）・・・・・14,040円

牛革に映えるカラーステッチに
加え、外革と内革がバイカラーに
なっているオシャレな一品です。
〈タケオキクチ〉
2つ折り財布
（牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

【3階＝紳士雑貨】

〈ウンガロ〉ハンドバッグ

【1階＝ハンドバッグ】

ウンガロのUをモチーフにした
ゴールドの金具が装いに華やぎを
プラス。

Present 〈ウンガロ〉お買上げのお客様に
粗品を差しあげます。※数量限定の為、
なくなり次第終了となります。

Present
期間中、〈レリアン〉の
商品をお買上げの
お客様に「特製カレンダー」を差しあげます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円

滑らかな肌触りです。
お洋服に合わせやすくギフトに
最適な1枚です。

本格的な冬に活躍
する暖かなコートが
揃いました。

〈フルラ〉ストール
（レーヨン67％・カシミヤ30％・

ナイロン3％）

圧縮ウール
コート

タートル
ニット

コート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

116,640円

【1階＝婦人雑貨】

完成形

完成形
キット

①

②

ヤマハ、ローランド、カワイ、カシオの電子ピアノ30台を展示販売いたします。

※写真はイメージです。

お買上げ特典
●本配送設置料無料サービス（東京都・埼玉県）
　※ただし離島を除く
●今お持ちの電子ピアノを無料でお引き取りいたします。
●お手入れセット（キークリーナーとクロス）および
ヘッドフォンまたはメトロノーム（振り子式）を差しあげます。

新登場

※シャツは参考商品です。

予告

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

惣菜、弁当、点心など
本格中華をお手軽に！

19,440円

・・・6,480円

予告

★12月6日（火）まで ★各店・各階にて開催

感謝を込めて、選りすぐりのお買得品を
ご用意しました！

※ポイントは本体価格で計算させていただきます。※一部除外品もございます。※他の割引ご優待との併用はできません。※詳しくは係員におたずねください。

1個



※写真は一例です。

※写真はイメージです。

川越店・飯能店・東松山店・入間店・上尾店・坂戸店・日高店 まるひろ各店共同企画

お申込み期間 11月30日（水）～12月6日（火）
お引渡し期間 平成28年12月28日（水）・29日（木）
●ご予約希望の方は、お申込み用紙に必要事項をご記入のうえ各店舗に設置の「年内ご予約抽選福袋お申込み用ボックス」にご投函ください。
●ご予約希望商品は複数での承りもいたします。ご応募多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。

●川越店 1階・西口特設カウンター／東口特設カウンター／別館4階・友の会カウンター
●飯能店 1階＝正面入口特設コーナー ●東松山店 1階＝西側正面入口／各階レジ
●入間店 3階＝サービスカウンター ●上尾店 2階＝駅側出入口／6階＝サービスカウンター
●坂戸店 3階＝サービスカウンター ●ファミリー日高店 1階＝サービスカウンター

当選されたお客様へは予めお引
渡し期間の5日前までにハガキ
によりご通知いたします。ハガキ
が引換え券となりますので、ハガ
キをご持参のうえお引渡し店舗・
売場までお越しください。

※19～30の食品福袋のみ12月31日（土）
※13は別日程となります。

※数に限りがございますので、お申込み多数の
　場合は抽選販売とさせていただきます。

個

ご応募個数
7 9

1

個

ご応募個数

個

12
ご応募個数

個

6
ご応募個数

個

18
ご応募個数

個

24
ご応募個数

個

ご応募個数

個

13
ご応募個数

個

19
ご応募個数

個

25
ご応募個数

個

2
ご応募個数

個

8
ご応募個数

個

14
ご応募個数

個

20
ご応募個数

個

26
ご応募個数

個

3
ご応募個数

個

9
ご応募個数

個

15
ご応募個数

個

21
ご応募個数

個

27
ご応募個数

個

4
ご応募個数

個

10
ご応募個数

個

16
ご応募個数

個

22
ご応募個数

個

28
ご応募個数

個

5
ご応募個数

個

11
ご応募個数

個

17
ご応募個数

個

23
ご応募個数

個

29 30
ご応募個数

● イージーオーダースーツ　● オーダーワイシャツ
● パターンオーダーアンブレラ

● 中綿コート　● ニット　● チュニックワンピース　● カットアンドソーン 
（すべてMサイズ）

計4点入 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❼ ❽ ❾ 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円全店計30点限り

魚卵セット福袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円全店計150点限り 

ブラックフォーマル福袋

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21,600円
全店計30点限り 

〈ウィークエンドスタイル〉気軽に旅福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円全店計100点限り

紳士オーダー福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円全店計40点限り

まぐろ福袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円全店計100点限り とらふく刺身セット福袋

・・・・・・ 7,000円
全店計100点限り

かに三昧福袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円全店計250点限り 鮭づくし福袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円全店計100点限り寿司・刺身セット福袋

・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
全店計100点限り

国産黒毛和牛しゃぶしゃぶ用福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円全店計200点限り

熊本県産フルーツ福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円全店計80点限り

ボルドー金賞受賞赤ワイン６本セット福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円全店計300点限り

年越し・迎春おまかせ福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,800円全店計80点限り

国産黒毛和牛すき焼き用福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円全店計300点限り

日経なんでもランキング上位ワイン６本セット福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円全店計40点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円各セット、各サイズ25点限り

10,800円全店計50点限り

● SVパールネックレス（7.5～8mm珠）
● K14パールイヤリング（7.5～8mm珠）
● SVパールブローチ（10mm珠）

● ムートンシーツ（100×200cm）　
● スリッパ（適応サイズ：24～26cm）×2　● シート（40×40cm）×2

● ハンドバッグ　
● 財布

● 〈グラスリウム〉
  クリスタルレイクセット
  （直径220×高さ302mm）

● シルバーフォックスファー
　（日本製／約10×75cm）

● ショルダーバッグ　  ● 財布　  ● 手帳カバー

● ミシン  ● ソーイングボックス  ● パッチワークアイロン

計3点入

計5点入

計2点入
計1点入

● ニット（毛100%／M・L）各計4点入

● ジャージ上下
● ウォーキングシューズ
● ソックス

計4点入

計3点入

計3点入

● ベッドフレーム
 （引き出しなし／
97.7×201×80cm）

● マットレス
 （ポケットコイル／
97×195×19cm）

● 羽毛カセット
  （ダウン85%・1.2kg／
150×210cm）

計3点入

計3点入

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108,000円全店計6点限り

応募場所応募場所

商品お引渡し商品お引渡し

※まるひろMクラブカードのポイントは
　付加されませんので予めご了承くださいませ。

無調色真珠福袋

12,960円
全店計20点限り
ムートン福袋

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,400円全店計5点限り

オーストリッチバッグセット福袋

・・・・・・・・・ 21,600円
全店計10点限り
クリスタルレイク福袋

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円全店計30点限り

〈東京西川〉カシミヤ毛布福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円全店計20点限りキッチン用品福袋

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円全店計40点限り

シルバーフォックスファー福袋

● 羽毛掛けふとん（ダウン93%・1.2kg／150×210cm）×2
● 羊毛混敷きふとん（100×210cm）×2　
● 首にやさしいまくら（58×39cm）×2　 ● 掛けふとんカバー（150×210cm）×2　
● ピローケース（88×45cm）×2　 ● 敷きふとんカバー（105×215cm）×2　
● アクリルニューマイヤー毛布（140×200cm）×2　● タオルケット（140×190cm）×2

計16点入

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円全店計30点限り

〈東京西川〉寝具寝装品ペア16点セット

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円全店計40点限り

〈東京西川〉ベッド福袋
 5,400円全店計50点限りカトラリー福袋（日本製）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円全店計10点限り

パイソンバッグセット福袋

〈スタイリッシュガーデン〉
婦人コーディネート福袋

〈ウィークエンドスタイル〉
気軽に旅福袋 ブラックフォーマル福袋 カトラリー福袋（日本製） キッチン用品福袋 〈東京西川〉ベッド福袋 〈東京西川〉

カシミヤ毛布福袋

日本製婦人ニット
コーディネート福袋

紳士オーダー福袋 紳士ウォーキング福袋 ムートン福袋 〈東京西川〉寝具
寝装品ペア16点セット クリスタルレイク福袋 手芸セット福袋

まぐろ福袋 魚卵セット福袋 かに三昧福袋 とらふく刺身セット福袋 寿司・刺身セット福袋 鮭づくし福袋

国産黒毛和牛
しゃぶしゃぶ用福袋熊本県産フルーツ福袋 年越し・迎春おまかせ福袋 ボルドー金賞受賞

赤ワイン６本セット福袋
日経なんでもランキング
上位ワイン６本セット福袋

国産黒毛和牛
すき焼き用福袋

無調色真珠福袋 シルバーフォックス
ファー福袋

オーストリッチ
バッグセット福袋

パイソンバッグセット
福袋
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9号 ・ 11号 ・ 13号

カ
ラ
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白・赤・黒

● ウールコート （Ｍ・Ｌ／キャメル・ブラック） 
● ニット　● カットアンドソーン　● ストール
※コートのサイズ、色をお選びいただけます。
※ニット、カットアンドソーン、ストールはお選びいただけませんので
　ご了承ください。　　※写真は一例です。

※スーツとワイシャツの生地をお選びいただけます。
※アンブレラは、生地、石突き、手元をお選びいただけます。
※お渡しは6週間後以降となります。 
※ご当選されたお客様は川越店にて採寸いたします。
※ベストをご希望のお客様は別途料金を頂戴いたします。

※魚・水草など必要なものは全て入っています。
※飼育できる熱帯魚の種類は限定されます。
※配送でのお届けとなります。（配送料無料）

※中身は付属して
　おりません。
※天然木の木目を
　活かした仕上がりと
　なっているため、
　模様の出方が一つ
　一つ異なります。

新潟製
● IH対応
フライパン
 （24cm）
● IH対応片手鍋
 （16cm）
● IH対応両手鍋
 （20cm）
● ステンレス目皿　● ナイロンお玉

計3点入

● フォーマルスーツ（9・11・13号） 
● ふくさ　● ネックレス
※スーツのサイズをお選びいただきます。　※写真はイメージです。

※Aセット、Bセット、サイズをお選びいただきます。

※色・柄はお選びいただけませんのでご了承ください。

※別途送料を頂戴いたします。（特別価格6,048円） 
※完全受注生産となります。 
※2017年2月以降のお届けとなります。

※色はお選びいただけません。
※写真はイメージです。

※シューズは24.5cm～27.0cm、
　ジャージはM～LLからサイズをお選びいただけます。

※写真はイメージです。

〈ラッキーウッド〉
● ディナーセット
 （25ピース）
● グルメサーバー
 （穴あき・フォーク）
● グルメ 
  パスタトング
● ティースプーン＆
  ケーキフォーク
 （10ピース）

計38点入 計5点入

● 大とろ（約100g×2柵）　
● 中とろ（約200g×1柵）　
● 赤身（約150g×2柵）

白

Aセット Bセット

赤 黒

最も脂の乗る時期（６～７月）に地中海の外側、スペイン・モロッコで漁獲した天然の
本まぐろです。漁獲は定置網で、
水揚時に１尾ずつ活〆して
横付けした凍結船で
急速凍結して日本に
搬入しています。
品質（＝脂のり）、
鮮度（＝急速凍結）
ともに高レベルです。
ぜひお楽しみください。

※消費期限：冷凍10日

● 〈北海道産〉
　いくら醤油漬
　　（約130g）
● 〈アメリカ・ロシア産〉
　やまや明太子（約400g） 
● 〈アメリカ産〉やまや味付数の子（約180g）
● 〈アメリカ産〉味付子持昆布（約100g）

〈ロシア産〉
● たらばがに脚（約1kg）
● ずわいがに（約500g×2）
● 毛がに（約450ｇ×1尾）

〈熊本・長崎県産〉
● とらふぐ刺身（100g）
● とらふぐ皮（40ｇ）
● ふくポン酢（100㎖）
● もみじおろし（10ｇ×4）

まるひろが厳選した味に自信ありの
お正月を彩る魚卵の4種詰合せ
です。ご家族がそろうお正月
ならではのボリューム
たっぷりのセットです。

プーマのトレーニングウェアはDRY
CELL搭載により運動中の衣類内を
ドライにし、快適性を維持します。
シューズはウォーキングに定評のある
ワールドマーチ。4Eでゆったりとした
履き心地、かかと部分に搭載した
バネで歩きをサポートします。
機能性靴下も付き、ウォーキングの
必須アイテムがトータルで揃う
セットとなります。

※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。

※賞味期限：冷凍30日

人気の三大かにをセットにしました。新鮮な活きたままの“かに”を
浜茹でし、鮮度だけでなく旨みをしっかり閉じ込める為、
急速冷凍しております。食べた時、
かに本来の甘みが
存分にお口の中で
膨らみます。

新鮮なとらふくの身を
大皿に盛付けました。
とらふく刺身は菊の花に
見立てた圧巻の
出来栄えです。

〈ロシア・北海道産〉
● 塩紅鮭切身（1切×3）
● 塩時しらず鮭切身
　（1切×3）
● キングサーモン切身
　（1切×3）
● 紅鮭スモークサーモン
　（90ｇ×2）
● 紅鮭たたき（90ｇ×2）
● 時しらず鮭ルイベ柵
　（約250ｇ）
● いくら醤油漬（約150ｇ）
● 塩筋子（約150ｇ）

計1点入

● 柄込カシミヤ毛布
  （ヨコ糸（毛羽部分）：
カシミヤ100%、タテ糸：
毛100%／140×200cm）

北海道根室の「鮭匠ふじい」がお届けするこだわり抜いた鮭製品を取り揃えました。

※賞味期限：冷凍60日

● 寿司（30貫）
● 刺身盛合せ（8点盛）

厳選された新鮮なネタを使用した
寿司・刺身を揃えた鮮魚専門店
ならではの福袋です。
食卓を彩る豪華なセットです。

※消費期限：当日お召し上がりください。※賞味期限：冷凍90日

〈熊本県産〉
● アールスメロン
　（1個） 
● いちご
　（平パック2入）
● 味咲不知火
　（大玉サイズ／
　 3玉） 
● 味咲みかん
　（約3kg）

〈熊本県産〉
● アールスメロン
　（1個） 
● いちご
　（平パック2入）
● 味咲不知火
　（大玉サイズ／
　 3玉） 
● 味咲みかん
　（約3kg）

熊本県産のフルーツを贅沢に詰合せました。

● クラレンドル・ルージュ 
● モンテス・アルファ・カベルネ・ソーヴィニヨン
● シャトー・モン・ペラ ● ボデガ・ノートン　カベルネ・ソーヴィニヨン・レゼルヴァ
● シレーニ セラー・セレクション・ソーヴィニヨン・ブラン 
● プロジェクト・クワトロ・カヴァ・シルヴァー  （750㎖×6本）

ボルドー赤ワイン
（750㎖×6本）

①「シャトー ドゥ・ミクロー‘15」 
　入賞履歴：ジルベール・ガイヤール 金賞

②「シャトー レ・ザガト‘14」 
　入賞履歴：リヨンコンクール 金賞

③「シャトー モンラーヴ‘15」 入賞履歴：ジルベール・ガイヤール 金賞
④「シャトー ベルビュー キュベ・ル・デリス‘13」 入賞履歴：コンクールフェミナリーズ 金賞
⑤「シャトー レ・ロック・ド・プレザンス‘15」 入賞履歴：ジルベール・ガイヤール金賞
⑥「シャトー トゥール・ド・ミオ‘14」 入賞履歴：パリコンクール2015 金賞

ボルドーワインでも金賞受賞した
選りすぐりのセットです。

※賞味期限：冷凍60日

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

国産黒毛和牛で
すき焼に最適な
肩ローススライスを
使いやすく
300gずつ
個包装いたしました。

発酵バイオ科学から生まれた、
生きている水「バイオーター」を
使用した水のインテリア。
機材を使用せずに熱帯魚や
水草を飼育できます。

● 国産黒毛和牛
 肩ロースすき焼用
  （冷凍／約300g×4折）

※賞味期限：冷凍180日

※写真はイメージです。

国産黒毛和牛で
しゃぶしゃぶに最適な
肩ローススライスを
使いやすく
300gずつ
個包装いたしました。

● 国産黒毛和牛
肩ロースしゃぶしゃぶ用
  （冷凍／約300g×4折）

※賞味期限：冷凍180日

2013年、2015年に『日経流通新聞』
紙上に掲載された「おすすめワイン」
にて上位に選出されたワインのみを
セレクト。各ランキングで1位の
赤ワインや、有名ワイン漫画で
絶賛され入手困難になった
シャトー・モン・ペラなど、味わいと
話題性を両立させたセットです。

紳士ウォーキング福袋
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日本製婦人ニットコーディネート福袋 ❻〈スタイリッシュガーデン〉婦人コーディネート福袋

郵便番号

フリガナ

ご氏名

（　　　　　）

●右記の一覧表の商品ナンバーに○を
お付けください。

   （サイズ、カラー等を選択できる商品には、そちらにも○を
お付けください。）

1

●郵便番号・ご住所・ご氏名・電話番号を
　ご記入ください。
2

●お申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、
　期間中各店舗に設置の抽選福袋お申込み用
　ボックスにご投函ください。

3

※ご応募いただいたお客様情報は、当目的以外は
　使用いたしません。

ご住所

お申込み用紙
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キリトリ線

手芸セット福袋

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32,400円
全店計20点限り

● 〈京都野村〉「初夢」和風三段重
（約15.0×15.0×高さ5cm×3段） ※消費期限：1月1日（日・祝）
● 〈大久保西の茶屋〉生そば（2人前／300g）・そばつゆ（2人前／250㎖） ※消費期限：1月2日（月・振）
● 〈赤羽商店〉焼江戸前のり（板のり7枚）　● 〈紋蔵庵〉切餅（6個入） ※消費期限：常温約5日

年越しから迎春まで欲しい物が揃うお得な
福袋です。それぞれこだわりの商品を
詰合せました。

※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。  ※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。




