
ふるさと自慢の彩 国 ■ 埼玉名産品ギフト

川越市・秩父市 川越市

日高市 川越市 川島町

秩父市

まるひろオリジナルラベル 夏の麺特集

※冷蔵便でお届け。※賞味期限：冷蔵で14日。

　　　　　 このマークのついたお品物は、
　　　　　 産地・加工地・市場・工場等から
直送され、表示価格に配送料金も含まれております。

配送料
込み

このマークのついたお品物は、全国
どこでも送料無料でお届けいたします。

全国
送料無料

マ
ー
ク
の
ご
案
内

※消費期限・賞味期限は、製造・加工日を基
準に記載いたしております。商品到着後の日
持ち期限は、配送日数などにより異なりますの
であらかじめご了承くださいませ。表記のされ
ていない常温品の賞味期限は、30日以上で
ございます。（冷蔵・冷凍の配送品を除く）
※20歳以上の年齢であることを確認できない
場合には酒類を販売いたしません。

まるひろのお中元彩の国から 夏の贈り物 ■ 7月24日（月）まで　
※こちらの商品は一部配送のみの商品がございます。

※サイボクハム・定番セットは
配送のみでの承りとなります。

006-KTY-30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

鏡山・秩父錦まつりラベルセット
（鏡山 純米吟醸（辛口）・秩父錦特別純米（中口）
各720㎖）

3.0㎏

010-YE3DK
3,240円

〈サッポロ〉
ヱビス川越まつりデザイン缶セット
（ヱビス川越まつりラベル350㎖×12）

4.5㎏

010-CCS-36
・・・・・・・・・・・・・3,888円

COEDOプレミアムビールセット
（350㎖×12／瑠璃・伽羅 各6本）

4.7㎏

147-5FB9
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈サイボクハム〉
サイボクの定番セット（ロースハム500g、
ポークウインナー・あらびきウインナー各145g、
フランクフルト180g）

164-K-CC
・・・・・・・・・・・・・・3,618円

〈龜屋〉川あそび
（水羊羹（こし・小倉・抹茶）、白桃ゼリー・
涼菓みずたま・あんみつ×各2）

1.6㎏ 031-TY-30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈丸広〉武州川越 蔵づくり醤油
（本醸造×2、うす塩・だしの素 各600㎖）

4.5㎏

045-F-3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈武蔵屋〉秩父そば詰合せ
（秩父そば200g、茶そば100g×各3、
ひやむぎ220g×4）

1.9㎏

この夏だけの特別ラベル「川越まつりデザイン缶」。
川越氷川祭の山車行事がユネスコ無形文化遺産
に登録されたことを記念して、祭りの風景を
ヱビスビールにデザインしました。

川越芋・狭山茶×出雲そば
川越芋を麺に練りこむ製法を求め
出会ったのが島根・出雲そば。その
伝統技法により芋の風味を持ち
ながら麺のコシ、のど越し豊かな
味わいを実現しました。今回、より
一層味わいを増してリニューアル。
20年以上に渡りご愛顧頂いたギフト
セットを装いも新たにお届けします。

041-KT-30M
3,240円

〈丸広〉川越いもうどん・
いもそば・茶そば詰合せ
（狭山お茶そば・川越いもうどん・

いもそば 各80g×4）

1.3㎏

限定3000セット

丸広限定

川越と秩父のお祭りをラベルに
した限定セット。「ユネスコ」無形
文化遺産登録を記念して
「川越まつり」と「秩父夜祭」の
ラベルをそれぞれの地酒に
施しました。

1946年の創業以来
「新鮮・美味・安心」を
コンセプトに、本場ドイツ
のDLG国際食品品質
競技会でアジア初の
「最優秀ゴールド賞」を
3年連続受賞した逸品です。

川島町・笛木醤油が
手掛けた、まるひろ
オリジナル醤油。
厳選した丸大豆、
小麦、天日塩だけを
使用し熟成させ
ました。

武蔵屋厳選の
玄そば（そばの実）
を独自の製法で
甘皮を挽き込んだ、
味・香りの高いそば
粉を自家製粉し
使用しています。

期間中、2017年の他社ギフト申込書をご持参の上、新規に
お中元ギフトコーナーにて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。
※詳しくは売場係員にお尋ねください。

乗り換えキャンペーン ◆7月24日（月）まで

シーズンクローゼットまるひろ2017.6.28 水
〒354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313　1階　13100

☎ 049（253）1100
営業時間:午前10時～午後9時

まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp/

ららぽーと富士見店

HPはこちら



049（253）1100
営業時間＝午前10時～午後9時

ららぽーと富士見店

※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。

●特別ご優待会への招待
　など様々な特典があります。
●月々のお積立てでかしこく
　おトクにショッピング。

まるひろ友の会のご案内

ポイントをためて
ショッピングをもっとおトクに。
入会金、年会費無料。

まるひろMクラブカードのご案内

〈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

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
ランドセルの組み合わせ数は
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を
期間限定で超早割価格で承ります。

 受注期間 52,000円

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

7月31日（月）まで 超早割価格  （通常販売価格 73,000円）

全国
送料無料 全国送料無料

『おすすめギフト10選』
お持ち帰りできるギフト
『特選10選』

041-YO-30
・・・・・・・・・3,240円

〈丸広〉手延素麺 揖保乃糸
（特級品）（手延素麺 揖保乃糸
（特級品）50g×20束）

1.2㎏ 041-MG-30
3,240円

〈丸広〉手延めん・国産そば詰合せ
（国内産小麦使用手延ひやむぎ・そうめん
各200g×各4、国産そば80g×2）

2.1㎏

036-CNH30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈カルピス〉カルピスギフト
（「カルピス」・「カルピス」北海道
各470㎖×3）

4.0㎏ 036-WH30
3,240円

〈ウェルチ〉ウェルチギフト
（コンコードグレープ・アップル・オレンジ・マンゴーブレンド・
ピンクグレープフルーツ・パインアップルブレンド・
ホワイトグレープ＆レモン×各4 各160g）

5.6㎏

032-BPH-30
3,240円

〈日清〉トクホオイル＆べに花油ギフト
（日清べに花油・ヘルシーリセッタ・
ヘルシーコレステ 各350g×2）

2.5㎏ 033-SBX-30E
・・・・3,240円

〈スターバックス〉
オリガミ®ドリップコーヒーギフト
（ハウスブレンド・スマトラ・パイクプレイス・
エスプレッソロースト 各5P）

0.6㎏

010-AS-3N
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈アサヒ〉スーパードライセット
（スーパードライ350㎖×10、500㎖×2）

5.1㎏ 010-K-NIS5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈キリン〉一番搾りセット
（一番搾り350㎖×21）

8.1㎏

169-PS30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈ロイスピエール〉サマーギフト
（リーフパイ×6、クッキー×19（5種）、
ゼリー×6（6種））

1.1㎏ 085-FG30
・・・・・・・・・3,240円

〈資生堂パーラー〉フリュイジュレ
（ブラックチェリー＆カシス・ラ フランス＆グリーン
アップル、ピーチ＆ピーチ・はっさく＆グレープフルーツ・
マンゴー＆パッション×各2個）

1.4㎏

041-MH-30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈丸広〉三大名産そうめん詰合せ
（三輪手延素麺50g×7束、手延素麺揖保
乃糸・小豆島手延素麺 各50g×各6束）

1.4㎏ 041-SS-50
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

手延素麺揖保乃糸 三神
（三神50g×23束）

1.6㎏

036-CH30
・・・・・・・・・・・3,240円

〈カルピス〉カルピスギフト
（「カルピス」・「カルピス」マンゴーリッチ×各2・
「カルピス」北海道・「カルピス」グレープ
フルーツリッチ 各470㎖）

4.0㎏ 036-TY-30D
・・・・・・・・・・・3,240円

〈伊藤園〉紙容器野菜飲料詰合せ
（充実野菜緑黄色野菜ミックス×9・充実野菜緑の
野菜ミックス×6・充実野菜シリアルミックス×6・
1日分の野菜×6 各200㎖）

6.5㎏

032-BG-30N
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈日清〉ボスコ オリーブオイルギフト
（ボスコEXVオリーブオイル190g×3、
ボスコオリーブオイル330g×2）

2.5㎏ 033-GX-30A
3,240円

〈AGF〉インスタントコーヒー
（マキシム70g×5（贅沢な珈琲店シルキーマイルド・
エクストラブレンド・バリスタエスプレッソ・ロイヤル
ブレンド×2）、ブレンディブラジル80g）

2.1㎏

010-K-NIS3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈キリン〉一番搾りセット
（一番搾り350㎖×10、500㎖×2）

5.1㎏ 006-YM-06
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

「彩の酒」
飲みくらべセット
（文楽 純米吟醸・
寒梅 初垂れ本醸造・
力士 本醸造生貯・秩父錦 特別純米生貯・
帝松 吟生・白扇 純米吟醸（いずれも辛口）
各300㎖）

3.8㎏

153-30R
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈中央軒煎餅〉夏花色しおん
（煎餅・あられ詰め合せ／2種類28袋入）

1.0㎏ 085-L30N
・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈資生堂パーラー〉菓子詰合せ
（ビスキュイ×8枚、チーズケーキ×6個、
ラ ブール×12個）

0.8㎏

丸広限定

埼玉県


