
6/21水

まるひろ各店共同企画
特別号

飯能店
  　 042（973）1111（代表）

川越店
  　 049（224）1111（大代表）   　 0493（23）1111（代表）

　 04（2963）1111（代表）  　 048（777）1111（代表）   　 049（288）0001（代表）
入間店

東松山店

上尾店 坂戸店

2017
営業時間：午前10時～午後7時営業時間：午前10時～午後7時

営業時間：午前10時～午後7時30分

営業時間：午前10時～午後7時

営業時間：午前10時～午後7時30分 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
http://www.maruhiro.co.jp

　まるひろ
ホーム
ページは、
こちらから

※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。

食料品 ポイントフェア

川越店・飯能店・東松山店・入間店・上尾店・坂戸店　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　まるひろ各店共同企画

夏の
まるひろ
全館 大感謝祭

まるひろ各店共同企画
特別号

3939Sale SaleSale感謝の気持ちのお買得価格！サンキューセール こだわりのこの品が、今ならチャンスの、このお値段！各階お買得
390円均一390円均一 1,390円均一1,390円均一 3,900円均一3,900円均一

【婦人雑貨】

【婦人雑貨】

各店100点限り

各店100点限り

　婦人UV手袋各種
（50・70・90cm）

【婦人靴下】

　婦人さらさらレギンス各種
（7・10分丈）

【紳士靴下】各店100点限り
　紳士綿混靴下2足組各種

【食器】

川越店：100点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店50点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店20点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店20点限り

川越店：100点限り／
飯能店・東松山店・入間店・坂戸店：
各店30点限り／上尾店：50点限り

川越店：100点限り／
飯能店・東松山店・入間店・上尾店・
坂戸店：各店50点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店20点限り

川越店：40点限り／
飯能店・東松山店・上尾店・
坂戸店：各店20点限り

川越店：15点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店10点限り

川越店：15点限り／
飯能店・東松山店・坂戸店：5点限り／
入間店・上尾店：8点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・上尾店・
坂戸店：各店10点限り

　飯碗・湯呑各種

　婦人帽子各種

【ウィークエンドスタイル】

　婦人カットアンドソーン各種

【子供服】

　ガールズワンピース
各種（110～160㎝）

【婦人雑貨】

　婦人雨傘各種

【紳士雑貨】各店30点限り
　紳士長傘各種

【食器】

　染付幾何紋
ペアカレー鉢（産地：美濃）

【ハンドバッグ】
各店30点限り

　婦人
カジュアルバッグ各種

【ウィークエンドスタイル】

　カジュアルワンピース
各種（M・L）

【寝具】

　ウォッシャブル
パイプ入枕・ピロパッド
セット（側地・詰物：ポリエス
テル100%／約63×43㎝）

【スタイリッシュガーデン】

　ワンピース各種（9・11号）

【ベビー用品】

【婦人靴】

〈赤ちゃんの城〉ボディー
オール各種

【カジュアルパーツ】
各店20点限り

　紳士カジュアル洋品
3点セット（半袖シャツ・
半袖ポロシャツ・半袖Tシャツ／
各1枚）

【寝具】

　冷感パッドシーツ
（100×205㎝／表：レーヨン61%・
ポリエチレン39%、
裏：ポリエステル100%、
詰物：ポリエステル100%／0.12㎏）

●6月27日（火）まで　●各店・各階にて開催

まるひろMクラブカード会員様 ※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。 

6/21□水限り

21
水

22
木

23
金

青果99円均一99円均一

・〈群馬県赤城高原産〉
産地直送高原レタス（1個）
お1人様2点・先着300点限り

お1人様5点・先着300点限り

・〈佐賀県産他〉たまねぎ（2個）
お1人様6点・先着300点限り

・〈新潟県産〉まいたけ（1パック）
お1人様2点・先着300点限り

・〈埼玉県産〉きゅうり（2本）
お1人様4本・先着1000本限り

お1人様2点・先着100点限り

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

ネスカフェ ゴールドブレンド（90ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　499円お1人様2点限り

　明治屋　
果実実感ジャム
（イチゴ・ブルー

ベリー・マーマレード／
各340ｇ）・・・299円

・・・599円

プリマハム 香薫あらびき
ウインナー（90g×2）299円

49円

　明治　おいしい牛乳
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・799円
山本山　全型焼海苔
（24枚）

　 〈鹿児島県産他〉
国産かぼちゃ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ（ルビー）
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219円

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ
（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

お1人様2点・先着200点限り

〈埼玉県川越市産〉
産地直送えだまめ（1袋）

299円

お1人様2点・先着50点限り

〈鳥取県産他〉
すいか（1/8カット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

ピックルス 浅漬胡瓜
（2本＋1本増量）・・・・・・・・・・179円
ヤスダ バラエティセット
（500㎖×4本）・・・・・・・1,080円

はごろも シーチキン
（Lフレーク・マイルド／各70g×

4缶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

　国産若鶏もも唐揚げ用
（100g当り）

　〈群馬県赤城高原産〉
産地直送ほうれん草
（1袋）

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

　〈茨城県産〉青肉メロン
（1個）

お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

〈熊本県産〉グミニー
ミニトマト（約200g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

24
土

【デリカ味彩】南部どり
唐揚げ（100g当り）・・・199円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円

国産牛（交雑種）牛もも
焼肉用（100g当り）・・・499円
マルちゃん 焼そば（150g×3）・
焼そばバーベキュー味
（145g×3）

　産地精米 新潟県産
コシヒカリしらゆき米（5kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・各139円
丸広 枝豆寄せ豆腐（250g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

25
日

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

　本まぐろ入刺身盛合せ
（6点盛）

国産豚ロース生姜焼用
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

キッコーマン 特選丸大豆
しょうゆ・減塩しょうゆ（各1ℓ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円
お1人様1ケース（6点）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　300円よりどり2点

・・・・・・・・・・・・・・・300円
よりどり2点

・・・・・・・・・・・399円
　ロックフォール ミックス
チーズ（300g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円

　〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

　国産銘柄豚
（※指定銘柄に限る）
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

食料品
※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。

◆各店
＝食料品6/21水 25日 セルフマート　ベストセレクション

　味の素
オリーブオイル
エクストラ
バージン
（600ｇ）

　雪印メグミルク
ナチュレ恵
（プレーン・脂肪０／

各400g）・・129円

・・・・・・・・・・・各148円

　マルちゃん
冷し生ラーメン・
冷し生ラーメン
ごまだれ
（各110g×3）

・・・・・・・・・・・各189円

　亀田製菓
亀田の柿の種・
わさび・梅しそ
（各6袋入）

・・・・・・・・・・・各299円

　井村屋
水ようかん各種・
葛まんじゅう
（各5個入・1袋）

　（兵庫）白鶴
サケパック まる
（2,000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・880円

・・・・・・・・・・・・・・・980円

　（茨城）
明利酒類
偕楽園
梅酒パック
（1,440㎖）

紀文 竹笛（4本）・
マリーン（12本）
・・・・・・・・・・・・各159円

　ホクガン
もずく酢醤油・
もずくシーク
ワーサー味
（各40g×3）・

コク深めポーション（甘さひかえめ・
無糖／各8P）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各159円

　ネスカフェ
ゴールドブレンド
スティック（10P）・
コク深ダーク
（9P）・
コク深ミルク
（9P）・

・・・・2,160円
有名メーカーベビーカー
各種・・・・・27,000円から

【スタイリッシュガーデン】

婦人ブラウス各種
（麻100%／M・L）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

婦人カジュアルシューズ各種

有名ブランド
サマーシューズ
バーゲン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

【婦人雑貨】

婦人雨傘各種

レインアイテム
バーゲン

2,160円

各店50点限り

レインコート各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

【家庭用品】

［一例として］ 
キャベツスライサー

キッチンツール
バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,026円

【カジュアルパーツ】【紳士ナイティ】

紳士半袖Tシャツ各種

紳士Tシャツ
バーゲン

2,160円

有名ブランド
紳士ナイティ各種

紳士ナイティ
バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円から

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※入間店ではお取扱いしておりません。
※入間店は【ギフトプラザ】にて
　お取扱いしております。

※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。

※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。

※入間店ではお取扱いしておりません。 【家庭用品】

IHデュオ片手鍋
（18㎝）

国産鍋バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・4,644円
IHデュオ両手鍋
（20㎝）・・・・・・・・・・・・・・・5,400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

◆6/21（水）～27（火） ◆食料品

◆6/21（水）～25（日） ◆青果売場

◆6/21（水）～25（日） ◆鮮魚売場

◆6/21（水）～25（日） 
手造りソースが豆
腐のうまみを引き
立てます。化学調
味料無添加。

・・299円

聘珍樓
麻婆豆腐の素
（110g）

大阪泉州の風土が育んだ水茄子を
沖縄産の塩と北海道利尻昆布で
漬け込みました。

・・・・499円

あかしや
泉州
水茄子ぬか漬
（1個）

・・・1,500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円

〈山形県産〉佐藤錦
（約500g入・1パック）

〈千葉県産他〉真いわし
（100g当り）

おすすめフルーツ

おすすめ鮮魚

・・・・・・・・・・・・・・・全品3割引

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引 ※川越店ではお取り扱いしておりません。 ※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。

【デリカ味彩】
完熟トマトカレーコロッケ
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

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」
6月21日（水）は「100円（税抜）のお買物で通常の1ポイントに、
プラス2ポイント」

食料品セルフレジにてレジ
袋をご辞退いただくと2円
引きとさせていただいてお
ります。

食料品レジ袋削減に
ご協力ください。

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。

■応募期間：6月27日（火）まで（営業時間中）

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、
夏に快適なクール寝具が当たる抽選会にご応募いただけます。
※対象除外売場がございます。
　詳しくは応募用紙をご覧くださいませ。

「ひんやりパッドシーツ」が         　　　　に当たる！全店合計300名様

■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
●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＝上りエスカレーター前
●坂戸店 1階＝上りエスカレーター前 ●日高店 1階＝北入口 ●南浦和店 1階＝正面レ・フルール側入口

60歳以上で
Mクラブカード
をお持ちの方。
※今年60歳に
なられる方も
対象です。

登録は
無料
です。

ポイント
0.5
サークル
ポイント

+ =

基本
ポイント

ポイント
1 1.5

ポイント

合計で合計で

サークル
食品売場でお買上げ100円（税別）で
基本ポイントに対してプラス0.5ポイント
付与されます。

例）食料品100円（税別）で1.5ポイント
     差しあげます。

※新たにご入会されるお客様への食品プラスポイントは入会手続き後８日より適用となります。
※詳しくは、各店 友の会カウンター・
　サービスカウンターまで。

登録受付中！

このカードが
対象です。

▲

（100×205cm）

お1人様5点・先着200点限り

お1人様2点・先着300点限り

お1人様2点・先着200点限り

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示生活応援プライス 日 替 り 特 価

リーダース
カード

まるひろ
スターカード

チェリーカード

ますますおトクに！便利になりました！

※クレジットご請求時の割引となります。
※一部対象外となる店舗・商品がございます。

まるひろ
クラブカードで、

アトレマルヒロ での
クレジットショッピング
ご利用でいつでも
５％OFF
となります。

まるひろ
クラブカード

アトレ
クラブカード

※一部対象外となる店舗がございます。
※お支払い100円未満の端数は切り捨てと
なります。 ※ポイント利用分での精算は、
ポイント付与の対象外となります。

アトレ クラブ
カードで、まるひろ各店 
でのお買上げ本体価格
100円(税別)ごとに
１ポイントを
付与します。

婦人ブラウス
バーゲン

夏の出産準備
バーゲン



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。

グルメ

〈マンシングウェア〉
紳士・婦人半袖ポロシャツ
①（メンズ／綿67％・ポリエステル33％／M・L）

②（レディス／ポリエステル100％／M・L）

（
別
館
）

南
側
入
口

川越店

東
口
プ
ラ
ザ

西
口
プ
ラ
ザ

東
口
プ
ラ
ザ

※詳しくは売場係員にお尋ねください。

交換期間

●予告 川越店 次週5階催場のご案内
暮らし、素敵に。 まるひろ川越店

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

◆受注期間：7月31日（月）まで

◆6月24日（土）・25（日）
　各日①午前11時から
　　　午後4時 随時受付
◆10階さくら草ホール
 事前受付：6階・玩具レジ
 ※定員に達しない場合は
 　会場にて受付いたします。

◆6階・ミキハウス ◆承り期間:9月18日（月・祝）まで
◆6階・ミキハウス

●アートコラージュ
　材料費300円 定員：各日15名様
●MYおうちバッグづくり
　材料費300円 定員：各日50名様
　※定員に達し次第イベントは終了となります。

〈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

親子で手作り体験♪
アートコラージュ手作り＆
MYおうちバッグづくり

〈ミキハウス〉
浴衣・甚平特集

〈ミキハウス〉ランドセル
期間限定受注会

〈イイネ〉期間限定ショップ
◆6月27日（火）まで
◆1階・エンジョイスペース1◆6月27日（火）まで

有名メーカー協賛
夏のスモールサイズバーゲン

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
ランドセルの組合せ数はなんと
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。

（通常販売価格73,000円）

花火や金魚、
昆虫など
夏らしい柄の
デザインを多数
ご用意して
おります。

伝統的な日本の素材に
着目しモダンな
デザインのもの
づくりを行う
ブランド
です。 木工パネルに自由に色紙を

貼り付けてつくるコラージュ体験と
おうち型の手作りバッグ体験です♪

Present
浴衣、甚平をお買上げのお客様に粗品を
差しあげます。※数に限りがございます。

Present  期間中、対象商品をお買上げのお客様にレナウンポイントカードＷポイント差しあげます。

参加ブランド 2階 3階

Present 期間中、対象
ランドセルをお申込みいただいた
お客様に「名前入りホルダー」を差しあげます。
※ランドセルと一緒のお渡しとなります。

・・7,344円
カーディガン

・・・8,424円

・・8,424円

カットアンド
ソーン

パンツ

ブラウス各種
3,240円

6/21
水

22
木

23
金

24
土

30点限り

5,400円
有名メーカーブラウス
各種
20点限り

2,160円
カットアンドソーン各種
30点限り

3,240円
ブラウス各種
30点限り

2,160円均一アイテム各種

日替り限定品
◆別館1階
　特設会場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,360円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円 【4階・ゴルフ】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

【6階・子供服】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円

〈組曲〉ワンピース
（内側・外側：綿100％／

スカート部分：綿90％・指定外繊維10％／

刺繍部分：ポリエステル100％）

（100～140cm）

（150～160cm）

□←兵庫県北播磨で
生産される先染織物
「播磨織」の帽子です。

□→接触冷感かつウォッシャブル
素材でお手頃価格の万能
アイテム。しわも気にせず持ち
運びも便利です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円
【3階・トランススポーツ】

〈23区〉婦人カーディガン
（レーヨン69％・キュプラ25％・
ポリエステル3％・ナイロン3％／
38・40）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円

〈ゴールデンベア〉
□←紳士七分袖シャツ
（綿55％・テンセル32％・麻13％／

M・L）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円
【4階・紳士カジュアル】

□←紳士半袖ポロシャツ
（綿53％・ポリエステル47％／

M・L・LL）

① ②

【蓮田市・蓮田とろ生プリン】
とろ生プリン・マンゴー
ゼリー（各1個）・・・・・・各322円

ちょこたび埼玉フェア
◆6月26日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉　◆5階催場 ●後援：埼玉県・川越市／

　（一社）埼玉県物産観光協会
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。

スィーツ&パン

埼玉県マスコットキャラクター

コバトン来場！

ちょっと小旅行、埼玉おいしいものめぐり！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349円

【入間市・パンジャ】
牛ホホの赤ワイン
煮込み（1個）

・・・・・・・1,404円

【埼玉県ふじみ野市・
ベルジェ・レコルテ】
プリン＆ゼリーミックス
（20個入）

・・・230円

【川越市・
川越タルト】
エッグタルト・
チョコタルト・チーズ
タルト（各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・950円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

【川越市・小江戸オハナ】
貴婦人の卵サンド
（8切入）

（4切入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

【秩父市・こいずみ】
秩父わらじかつ弁当
（1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円

【行田市・
行田ゼリーフライ
研究会】
行田ゼリーフライ
（2個入・1パック）

たまごを使わず、最高級カナダ産100％の小麦を使用。
焼かずに美味しく食べていただける“生”食パンです。

●6/21（水）・25（日）
各日　①午前11時から
　　　②午後1時から

川越市マスコットキャラクター

ときも来場！
●6/26（月）
①午前11時から
②午後1時から

その他の出品店舗のご案内日
替
り
特
別
提
供
品

期間限定販売 6/23金～25日 22木

英国フェア

百貨店でプレミアムな週末を。

ジューンブライド
貸衣装DEウェディングドレス体験

※本券は、商品券など各種金券類の購入、チケット、たばこ、収入印紙等、および、まるひろポイントがご利用いただ
けない売場、そのほか店舗の指定する商品にはご利用いただけません。

通常1,000円分のところ100円もおトクです！

永久不滅
ポイント 200ポイント まるひろポイント

プレミアムお買物券
期間中

●まるひろMクラブカード（クレジット付） 
●スターカード（リーダース・チェリーカード）

『まるひろポイントプレミアムお買物券1,100円分』ご利用店舗
●川越店 ●飯能店 ●東松山店 ●入間店 ●上尾店 ●坂戸店 ●日高店●南浦和店（食料品売場）
●ららぽーと富士見店

■交換された『まるひろポイントプレミアムお買物券1,100円分』は、その日から
まるひろでのお買物にご利用いただけます。

1,100円分

※交換は「本カード名義ご本人様」のみとなります。家族カードでの交換はできませんので
　ご了承ください。

対象カード

まるひろMクラブカード会員様

永久不滅ポイント『まるひろポイントプレミアム
お買物券』交換キャンペーン

レンタル衣装を着て撮る
記念撮影会や結婚式場
をチェックしてみませんか？

◆6月30日（金）・7月1日（土）・2日（日）
　各日正午12時～午後5時
◆10階・さくら草ホール

●6月30日（金）限り

◆6月27日（火）まで
◆地階・食品特設コーナー

午後3時以降にご来店の
お客様へノンアルコール
スパークリングワインを試
飲いただけます。

52,000円

◆6月28日（水）～7月3日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

6/29 7/2 日木
21,000枚全店

合計
限定
発行！

お買物券
ご利用
有効期限 8/31木

2017年
交換場所 ●別館4階・Mクラブカウンター（営業時間中）

6/21（水）午後2時より
タイムサービス

6月30日（金）はプレミアムフライデー

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

【1階・婦人雑貨】

晴雨兼用傘
①折りたたみ（45ｃｍ）

②長傘（47ｃｍ）

□→綿混の清涼感のある傘。
淵の刺繍がポイントです。

予 告

・・・・・2,160円

【越生町・
麻原酒造】
musashino 
bonsai X
（720㎖）

・・・・・・400円

【熊谷市・キムラヤ】
雪くま「さくらもち」
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200円各日先着200点限り

【川越市・パティスリーサト】
シュークリーム（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162円

【さいたま市・大こくや】
彩どら（小倉・いちご／各1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円

【川越市・チンチョウゲ】
むらさき芋ジェラート
（1個） ・・・1,350円

【戸田市・那須養蜂園】
純粋はちみつ（ハンガリー産
アカシア／500g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・454円

【毛呂山町・おたか本店】
おたかゆず入り半生うどん
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・350円から
・・・250円

【横瀬町・藤田屋】
こんにゃくの煮込み
（1パック）

みつまめ（1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,058円

【坂戸市・おじま自然農園】
しゃもめし弁当
（1折）

●【川越市・彩乃菓】
　※6/23（金）までの販売
　河越抹茶どら焼
●【川越市・やき菓子 乃里】
　※6/24（土）～26（月）の販売
　あんずのタルト
●【川越市・大学いも 川越いわた】
　大学いも
●●実演【川越市・グリンコーヒー】
　※6/21（水）・22（木）の販売
　コッペパン各種
●【狭山市・宮野園】狭山紅茶
●●実演【東松山市・とんかつぼたん】
　とんかつおにぎり

【さいたま市・乃が美】高級「生」食パン
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 864円各日先着200点限り

食べごたえのあるモチモチとした太麺で
地元民に愛される絶品B級グルメです。
【川越市・まことや】
川越太麺やきそば（1人前）・・・・・400円

ミルクベースの
シロップにさくらの
風味を加え、中に
あんこを入れて
「さくらもち」を表現
しました。

・・・・・・・・4,104円
【1階・婦人雑貨】

「播磨織」婦人帽子
各種

□←ボーダーTシャツに刺繍を施した
スカートのコンビデザインです。

□←トレンドのオフショルダーデザイン、
ストライプ柄のデザインカットアンド
ソーンで女性らしさを演出します。

・・・・・・・・・・・・・14,040円
【3階・トランススポーツ】

〈アンタイトル〉カットアンド
ソーン（綿56％・ポリエステル
44%／38）

さらっとした着心地。清涼感の
ある着回しやすいシャツです。

□→リゾート感のあるプリント柄で、さらっとした
素材。夏のゴルフに最適なウェアです。

16,200円
ネックレスブローチ
（真鍮に銀彩／紐別売り）

・・・・・・・・・・・27,864円
浜松麻ブラウス
（麻100%／日本製）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
グーテ・デ・ロワ 簡易大袋
（2枚入×13袋／26枚）

◆各階にて開催

ジヤストシーズンセレクション

ひとつひとつ
丁寧につくり
あげるミキハウス
のランドセル。
きらきら輝くお子さまの
毎日を応援します。

超早割
価格

初
開催

・・・・・・・・・・・460円

【熊谷市・
聖天寿司】
いなり詰め
合わせ

・・・・・・・・・2,484円

【さいたま市・
モリシゲ物産】
国産荏胡麻油
（150㎖）

・・・・・・・・2,160円

【川越市・カネヒロ】
埼玉県産
コシヒカリ
河越米（5kg）

・・・・・・・550円

【羽生市・
彩菓堂】
カステラ
切落し（6切入・
1袋） ・・・・・・・・・・・・・980円

【秩父市・
みな寿司】
岩魚すし
（1尾）

・・・・・・・・・・・・・925円

【川越市・紋蔵庵】
かりんとう饅頭
詰め合わせ
（3種 各2個入・1箱）

626円

【さいたま市・
河村屋】
玉ねぎの
お漬物（醤油／
2個入） ・・・・各6,480円

【秩父市・イチローズモルト】
ダブルディスティラリーズ・
ミズナラウッドリザーブ
（各700㎖）・・・・・・・・2,160円

【川越市・
松本醤油】
お楽しみ袋（醤油・
ドレッシング・中華そば・
醤油おかき／4点入・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・100円

・・・・300円

【川越市・東京
かりんとう】かりんとう
つかみどり（1回）
（大人）
（子供 ※中学生以下）・・・・・・・・・各360円

【行田市・
金澤製菓店】
いがまんじゅう
（つぶ・こし）

・・・・・・・・・・・・・700円

【日高市・
たかはしたまご】
イキイキたまご
（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・431円

【さいたま市・武州本店】
草加煎餅（醤油・堅焼・胡麻／
各1袋）

よりどり3袋

□→〈モーダリネガ〉
紳士半袖シャツ
①速乾性に優れて汗をかいても快適な
着心地です。
（ポリエステル100％）

・・・・・・・・各7,452円
【4階・紳士カジュアル】

②麻とシャリ感と涼しげな風合い。
夏の爽やかな装いに。
（麻60％・綿40％／日本製）

JUST SEASON Fair ◆6月27日（火）まで

（クイーンサイズ）

※インナー、ストライプブラウスは
　参考商品です。

① ②

Kobaton

彩の国から夏の贈り物 2017まるひろのお中元

お中元ギフトセンター好評開設中！
◆7月24日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉　◆5階催場 埼玉名産品ギフトは彩の国の百貨店「まるひろ」で。

期間中、お中元ギフトセンター
にて10,800円以上お買
上げの、まるひろ友の会・
Mクラブカード・
スターカード
（リーダース・チェリー）
各会員様、
合計先着5,000名様
（お中元ギフトセンター開設店舗配布合計）
に「オリジナルトートバッグ」を
プレゼントいたします。

お買上げ特典 ◆６月３０日（金）まで 乗り換え
キャンペーン

期間中、2017年の他社
ギフト申込書をご持参の上、
新規にお中元ギフトセンター
にて10,800円以上お買
上げでご配送のお客様に
「1,000円のお買物券」
をプレゼントいたします。

◆7月24日（月）まで
        期間中、このマークのついた
お品物は、まるひろ友の会会員様・
Mクラブカード会員様のみ本体価格より
10％割引でご利用いただけます。

早期お買上げで10％OFF
◆6月30日（金）まで
さくら草ギフトのご案内

※ご優待時はポイントサービスの対象外とさせていただきます。

まるひろ
Mクラブカード
（現金専用）

まるひろ
Mクラブカード

（現金・クレジット併用）

まるひろ
友の会会員証

ギフトプラザではピンクのカードが目印です。▶

実演実演

実演実演

実演実演 実演実演

実演実演

実演実演

実演実演

実演実演

6/21水 23金 24土 26月25日

先着200点限り 先着30点限り 先着各80点限り 先着50点限り 先着30点限り
お1人様1回・
先着100名様限り 先着50点限り 先着300点限り 先着60点限り 先着50点限り 先着30点限り お1人様1点・先着各30点限り

※午前11時からの販売。
※ラストオーダー：
　各日午後6時30分

開店前にお越しのお客様は、東口プラザ
前にお並びください。午前9時30分
より整理券を配布いたします。

※列を離れずにお並び
ください。

ガトーフェスタハラダ
期間限定販売会

※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。  ※当コーナーでのお買物は、ポイント
サービスの対象外となります。

参加
無料

①

②




