
※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。

2018

6/20水上尾店 まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

〒362-0036 上尾市宮本町1-1 048（777）1111（代表）
上尾駅東口

営業時間：午前10時～午後7時30分

まるひろ
Mクラブカード
会員様

6/20□限り水 食料品 ポイントフェア 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」

上尾駅東口
上尾市宮本町1-1  048（777）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分
６階レストラン＝午前11時～午後9時30分

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20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」

まるひろMクラブカード会員様

食料品 ポイントフェア6/20□限り水
※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。

※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。

『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 ●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。

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 1,100円分期間中

交換場所

●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） 対象カード

交換期間 6/28 7/1木 日

■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。

お買物券
ご利用
有効期限 8/31金まで

2018年

●6階＝Mクラブカウンター（営業時間中）

全店合計
20,000枚
限定発行！

まるひろMクラブカード会員様

予 

告
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

◆地階＝食料品食料品日 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

※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。

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。Kobaton

※7月中旬より順次
発送となります。

             月～日・祝17：00～21：50（受付終了20：00）

飲み放題
＆

ビッフェ
バイキン

グ

●中高生 2,500円

開催中

夕市開催！

料金プラン 3,900円
営業時間

6階催場のご案内　◆6月20日（水）～25日（月）〈最終日は午後5時閉場〉

◆6月20日（水）～24日（日）
◆地階＝食料品

〈昭和西川〉ポリジンフェア
スウェーデン発の抗菌テクノロジー
「ポリジン」加工を施した
商品をご紹介します。

家具フェア 勝間としをの 猫のつぶやき展
身近な猫の姿に言葉を添えたジクレ版画
作品を多数展示販売いたします。

ポリジン加工を施した
ひんやり涼しいパッドシーツです。
〈昭和西川〉
クールパッドシーツ
（100×205㎝）・・・・・16,200円

なめらかなリキッドがスルっとなじみ、
さらりとした肌を保ちながら、自然にカバー。
ピンと上向きのハリつや印象が持続します。

〈ちふれ〉
綾花 ブライトアップ
リキッドファンデーション
（ＳＰＦ３０・ＰＡ＋＋／30㎖／６色／
無香料／スポンジ別売）・・・・・・ 1,512円

〈クロスター〉
ラグジュアリー
（約1,300g）
・・・・・ 70,200円

自然界の生命力を封じ込めたイミューンジェネレーション
テクノロジーが、今だけでなく未来の肌悩みにも備えます。

〈資生堂〉SHISEIDO 
アルティミューン パワライジング 
コンセントレート Ｎ（美容液）

好みに合わせて選べる２種類、透明感のある
ナチュラルな肌に、軽やかで心地よい美肌
ヴェールのスーパーサンシールドと、くすみ・
色ムラを明るく補整してくれる、しっとり心地
良いブライトヴェール。低刺激性。これ１つで
日焼け止めにも化粧下地にも。

〈アクセーヌ〉
スーパーサンシールドEX
（SPF50＋・PA＋＋＋＋／22g）

スーパーサンシールドブライトヴェール
（SPF50＋・PA＋＋＋＋／22ｇ）

4,320円

4,320円

紫外線や環境ストレスから徹底的に守る、
次世代型日焼け止め乳液。

〈コスメデコルテ〉
サンシェルター マルチプロテクション
（SPF50＋・PA＋＋＋＋）
（35g）

（60g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,536円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,240円

顔・からだ用。日本限定。生後１ヶ月の
赤ちゃんからお使いいただける天然成分
100％の365日心地いいUVケア。

〈カリス成城〉
ヴェレダ エーデルワイス
UVプロテクション
（50㎖）2,484円 4,104円

紫外線吸収剤不使用。首や腕にも
使いやすい、定番の無色タイプです。
ローズマリーの香り。

〈ハーバー〉
ＵＶカット２５
（日焼止め／ＳＰＦ25・ＰＡ＋＋／30ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,700円

｢あまみごえ｣
マンゴー大玉
1個
（2Lサイズ・約450g）

・・・・・・・・ 5,400円

　ダイニングテーブル
（W180×D110×H70㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 378,000円

藤椅子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75,600円
ウォールナット材椅子（１脚）・・・・・・・ 91,800円 キミを知ってるよ（ジクレ／版画画寸：

10×12㎝、額寸：25×25cm）・・・・・ 9,500円

機能性アイテム特集
暑い夏を快適に。肌に嬉しい機能性アイテムを集めました。

陽射しをブロック。健やかなお肌のためのケア。【2階＝化粧品】

◆６月２０日［水］～２６日［火］ ◆各階にて

（90㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,420円（レフィル／50㎖）

・・・・・ 8,640円（30㎖）・・・・・ 12,960円（50㎖）

Present
本チラシをご持参の上、肌測定、カウンセリングをお受けいただ
いたお客様にお肌に合わせたサンプルを進呈しています。
※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

Present
期間中、上記の商品をお買上げのお客様に「〈コスメデコルテ〉
ホワイトロジストBE（美白美容液）３日間分サンプル」を
差しあげます。※数に限りがございます。

予 告 ランドセル相談会

吸汗速乾と
抗菌防臭機能も
ついているＴシャツです。

綿100％の素材ですが、
内側に汗止めがあり、
その部分に吸湿速乾
素材を使用しています。

〈ミズノ〉メンズＴシャツ
（ポリエステル100％／Ｍ～ＸＬ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,212円

〈コロンビア〉
ハット（綿100％／S／M・L／XL）・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,564円

【4階＝紳士服】

【4階＝アウトドア】

〈ワコール〉
キャミソール
（ポリエステル65％・綿35％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,348円
【3階＝ワコール】

抗菌防臭加工の
チュニックと
カーディガンです。

抗菌防臭

接触冷感

接触冷感
吸汗速乾

UVカット

吸湿速乾

抗菌防臭

接触冷感

接触冷感
吸汗速乾

吸湿速乾

ひらりと優雅な前立ての
シルエットが女性らしい
表現を見せる
“洗える＆シワになりにくい”
上品見えカーディガン。

吸汗速乾性にすぐれたキャミソール。
ポリジン加工をほどこし、銀イオン
（Ag+）による抗菌防臭効果、
制菌効果があります。
※制菌効果とは、生乾きのイヤなニオイの
原因菌の増殖を抑制することです。

〈エヴェックス〉チュニック
（ポリエステル100％）

カーディガン（テンセル64％・
キュプラ26％・ナイロン10％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,880円

16,200円

【3階＝婦人服】

〈２３区〉
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％）

・・・・・・・・・ 10,692円

【2階＝婦人服】

②

②

①

①

・・・・・・・・・・ 1,728円

縫い目がないのでアウターに
ひびきにくく、うるおい保湿。
まるで着ていないような感覚。
日本製です。

・・・・・・・・・・・・・・ 1,944円
【3階＝婦人肌着】

●小学生 1,200円
●未就学児 500円

◆6月20日（水）～26日（火）
◆2階＝エンジョイスペース

2019年度ランドセル
早期特別販売会

◆6月20日（水）～7月17日（火）
◆3階＝東京ソワール

〈東京ソワール〉
ご試着Wキャンペーン

クロスターランドセルの担当者が、ランドセル
選びのご相談を承ります。

期間中、ウェアを2着
ご試着のお客様に
もれなく「素敵な粗品」と
「割引クーポン券」を
差しあげます。

◆6月23日（土）・24日（日）各日午前11時～午後5時
クロスターランドセル

（Poloラルフローレン、ラメール、バイカラー）
※クーポン有効期限
　6月20日（水）～
8月31日（金）

〈グンゼ〉キレイラボ 婦人肌着各種
（綿35％・キュプラ25％・ポリエステル25％・
ポリウレタン15％）

・・・・・・・ 2,160円
〈宮崎県産〉
完熟マンゴー
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円
【魚力】〈岐阜県産〉
あゆ
（３尾）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円
〈山形県天童産〉佐藤錦
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　99円
〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）レタス（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・ 169円
岩手県産
南部どりもも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・ 1,080円
【魚力】〈鹿児島県産〉
うなぎ串焼き
（１串）

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 249円
東海漬物 
コクうまキムチ
（320g） ・・・・・・・・・・ 180円

【デリカ味彩】
からふとししゃもフライ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・ 各99円
マルちゃん 赤いきつね
（96g）・緑のたぬき（101g）
（各1個）

・・・・・・・・・・・・・ 179円
雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 590円
【魚力】〈北海道加工〉
時鮭甘塩
（厚切／３切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
サイボクハム ポークウインナー
（145g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円
【塩干コーナー】〈チリ産〉
銀鮭一夜干し
（養殖／2切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148円
パスコ 超熟食パン
（6枚・8枚／各1斤）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 750円
【魚力寿司】
市場寿司
（８貫・１パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199円

【デリカ味彩】
ムラサキイカのまるごと唐揚げ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 501円
【麻布あさひ】
焼鳥盛合せ
（5本入・1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

【北京飯店】
中華惣菜よりどり3パック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
ネスカフェ ゴールドブレンド
（80g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全品2割引
宮城県産サイボク豚
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全品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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129円
雪印メグミルク ナチュレ恵
（プレーン・脂肪0／各400g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
はごろも シーチキン
（Lフレーク・マイルド／各70g×4）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円
味の素 オリーブオイル
エクストラバージン
（600g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円
にんべん つゆの素
（1000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各299円
播州 揖保乃糸
手延素麺（300g）・冷麦（400g）

・・・・・・ 各1,524円
黒霧島２５°パック・
いいちこ２５°パック
（各1.8ℓ） 各1,238円

アサヒ スーパードライ・
キリン 一番搾り
（各350㎖×６缶）

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

159円
東洋水産 マルちゃんの
冷やし生ラーメン（しょうゆ・
ごまだれ／各110g×3）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円
笛木醤油 
金笛胡麻ドレッシング（390㎖）
各日お1人様2点限り

セルフマート　　   セレクションBest
ベスト

◆6月20日（水）～26日（火）

お買上げ特典 ◆6月30日（土）まで
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、全店合計先着5,000名様
に「ランチトート」を差しあげます。

期間中、2018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「まるひろポイント1000ポイント」
プレゼント。

乗り換えキャンペーン◆7月30日（月）まで

※詳しくは売場係員にお尋ねください。

※写真はイメージです。

※一部ポイント除外品がございます。

彩の国から夏の贈り物 
2018 まるひろのお中元

◆7月30日（月）まで ◆6階催場〈最終日は午後5時閉場〉 
◆地階＝食料品

毎日、夕方午後5時より「できたて夕市」開催中！
できたてのお惣菜やパン、お買得な商品が盛りだくさんです。

お中元ギフトセンター好評開設中！

※写真は
イメージです。

6月20日（水）はお中元ギフトも

フルーツ・鮮魚

できた
て

旬のおすすめ

◆6月20日（水）～26日（火） ◆地階＝名店特設会場
〈新宿高野〉期間限定販売会

土・日限定商品

※ポイントサービスの対象外となります。 ※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

りんごケーキ
（長さ約15cm／1台）・・・・・・・・・・ 1,080円

フルーツショート
（１台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,296円

23土 24日・

　フリュイ
マンゴー
（１台）
・・・・・・・・ 1,080円
　ミニ
アップルパイ
（１台）
・・・・・・・・・・・・ 540円

　いちごパイ
（１台）
・・・・・・・・ 2,916円
　フリュイ
デセール
（１台）1,296円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179円
カンエツ 天草100％
ところてん（黒酢・三杯酢／
各390g）

・・・・・・・・・・ 189円
亀田製菓 亀田の柿の種
スーパーフレッシュ
（6袋・1パック）

◆地階＝食料品

青 果99 円均一青 果99 円均一
●〈埼玉県産他〉きゅうり（3本） お1人様6本・先着1200本限り

お1人様2点・
先着300点限り

お1人様5点・
先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
〈ニュージーランド産〉
ゼスプリゴールドキウィフルーツ
（4個）

お1人様2点・
先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100円
〈山梨県産他〉
とうもろこし（1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 699円
〈茨城県産他〉
赤肉メロン（1個）

・・・・・・・・・・・ 480円
国産牛（交雑種）もも・
肩切り落とし肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・ 298円
【魚力】〈チリ産〉
トラウトサーモン刺身用
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円
マルコメ 
京懐石
（650g） ・・・・・・・・・・・・・・・ 418円

ヤスダ 
ドリンクヨーグルト
（900㎖）

・・・・・・・・ 1,190円
【魚力寿司】
みやび寿司
（１パック）

・・・・・・ 259円
【塩干コーナー】〈静岡県産〉
釜揚げしらす干し
（45g・1パック）

お1人様2点・
先着200点限り

お1人様2点・
先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）ほうれん草
（1袋）

・・・・・ 全品3割引
〈国内産〉特選黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・ 全品3割引
〈国内産〉黒毛和牛焼肉用
店頭表示価格（税抜）より

レジにて・・・・・ 全品3割引
群馬県産氷室豚
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・ 590円
【魚力】〈アラスカ産〉
天然紅鮭切身
（厚切／３切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280円
【デリカ味彩】
平牧三元豚のメンチカツ
（4個）・・・・・・・・・ 各199円

シマダヤ もみ打ち生冷やし中華・
もみ打ちごまだれ生冷し中華
（各120g×2）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199円
味の素 さらさら
キャノーラ油（1kg）

お1人様2点・
先着300点限り

お1人様2点・
先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 299円
〈埼玉県川越市産〉
（産地直送）えだまめ（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 499円
〈鳥取県産〉
大栄すいか（1/8カット）

・・・・・・・・・・・ 330円
【魚力】〈北海道加工〉
甘塩たらこ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・ 690円
【魚力寿司】
穴子づくし
（１パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円

サトウ サトウの切り餅
パリッとスリット
（1kg）

・・・・・・・・・・・・ 1,980円
産地精米 新潟県産
しらゆき米コシヒカリ
（5kg）

199円

キリン トロピカーナまるごと
果実感（オレンジ・アップル・
グレープフルーツ・パイン
アップル／各900㎖）

お1人様2点・
先着200点限り

お1人様2点・
先着50点限り

●〈新潟県産〉まいたけ（1パック） お1人様2点・先着200点限り

●〈千葉県産他〉きゃべつ（1個） お1人様2点・先着200点限り

●〈熊本県産〉グミニーミニトマト（100g当り） お1人様2点・先着200点限り
●〈高知県産〉みょうが（1パック） お1人様2点・先着200点限り

●〈フィリピン産〉デルモンテバナナ（1袋） お1人様2点・先着300点限り

6/20 水 野菜の日 21木 牛乳の日 22金 お魚の日

23土 お肉の日 24日 お米の日

食料品 ポイントフェアオープニング
サービス

※インナーは参考商品です。

ポイント

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

UVカット

気になる
ニオイに

さらさら
快適

ひんやり
綿混

上品
キレイに

汗をかいても
快適

夏の
日差しに

お1人様2点・先着300点限り

試食販売実施



※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。

◆川越店3階・飯能店3階・
東松山店3階・入間店2階・
坂戸店3階
各店宝飾サロン

※上尾店・日高店ではお取り扱い
　しておりません。

◆6月20日（水）～26日（火）

サマージュエリーセール

年に一度の

Summer 
Jewelry
Sale

寝返りをスムーズに
サポート。しなやかフィット
構造が朝まで続きます。 夏のリビングバーゲン

接触冷感生地を全面に使用し、
高さ調節・お洗濯も可能な枕です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈昭和西川〉クールウォッシャブル枕
ソフトタイプ（側地：ポリエステル50％・ナイロン30％・
ポリエチレン15％・ポリウレタン5％、メッシュ部分：

ポリエステル100％、詰物：ポリエステル100％／

約52×36cm）

快適な眠りのお手伝いをする
冷感パッドシーツです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

〈東京西川〉クール敷きパッド
（表：ポリエチレン55％・レーヨン35％・ナイロン10％、

裏：ポリエステル100％、詰物：ポリエステル100％／

100×205cm）

ひんやりなめらかで軽い仕上がりのケットです。
両面使えます。

使いやすく機能的な
クッキングアイテムが
オトクに。

2,160円

〈昭和西川〉冷感リバーシブルケット
（表側：複合繊維（ポリエステル／ナイロン）75％・

レーヨン25％、裏側：ポリエステル65％・綿35％、

地糸：ポリエステル100％／140×190cm）

通気性が高く、涼しく、軽いガーゼ素材で
やわらかな肌触りです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

〈昭和西川〉
6重織ガーゼケット
（綿100％／140×190cm）

129,600円

Ptブラウンダイヤ
ペンダント
ネックレス
（D：0.70ct／スライド

アジャスター付／

全長45cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         54,000円
SVタヒチパールネックレス
（8～10mm）

・・・・・・12,960円
SVマベパール・ブラックスピネル
ネックレス（P：15mm・ネックレス40cm＋
アジャスター約5cm） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10,800円

①Ptダイヤピアス（D：0.05ct×2）・
②K14WGアマゾナイトピアス
（8mm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64,800円

Pt・K18 ダイヤリング
（D：0.20ct／ハート＆キューピット／

鑑別書付） 32,400円

Ptダイヤ
ペンダント
ネックレス
（D：0.08ct）

16,200円

K18パール
ペンダント
ネックレス
（P：8mm・
ネックレス
約40cm）

・・・・・・・・・・・・・5,400円

SVコハクブラックスピネル
エメラルドネックレス（ネックレス45cm＋
アジャスター約5cm）

SVコハクブラックスピネル
エメラルドネックレス（ネックレス45cm＋
アジャスター約5cm）

人気の今治製のタオルケットです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

〈東京西川〉
今治タオルケット
（綿100％／140×200cm）

通気性の良い素材で、ベタつき感を抑えます。

・・・・・・・・・・・・・・3,780円

〈昭和西川〉
しじらガーゼ肌掛けふとん
（表側地：綿100％、衿・裏側地：綿100％、詰物（0.3kg）：

ポリエステル100％／140×190cm）

薄手で柔らかくサラリとした肌触りです。
同柄のピローパッドもございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

〈昭和西川〉
2重ガーゼ敷きパッドシーツ
（表側：綿100％／100×205cm）

2重ガーゼピローパッド
（表側：綿100％／63×43cm用）

表面の凹凸で、肌に触れる面が少なく、
サラッと使えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈昭和西川〉
しじらパッドシーツ
（表側：綿100％／100×205cm）

これからの季節に大活躍のパッドシーツです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

〈東京西川〉
綿サッカー敷きパッド
（表：綿100％、裏：ポリエステル100％、

詰物：綿100％／100×205cm）

さらっとした麻素材です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

〈東京西川〉
ふんわり麻パッドシーツ
（表：麻100％、裏：ポリエステル80％・綿20％、

詰物：ポリエステル100％）

4層構造でしっかりと体を支えます。 毎日の上げ下げが楽な軽量タイプ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

〈東京西川〉軽量敷きふとん
（詰物（2.0kg）：毛50％・ポリエステル50％／

プロファイルウレタン50mm／100×210cm）

優れた換気効果で湿気をためません。

※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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

〈東京西川〉
エアーサイクロン バンブータイプ
（ポリエステル90％・麻5％・レーヨン5％／

97×200cm）

2つの大小の点が
カラダをソフトに支えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,160円

〈東京西川〉健康敷きふとん ルーノ
（レギュラー・ハード／ウレタンフォーム80mm／

8×97×195cm）

ご家庭で手軽にお洗濯できます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円

〈東京西川〉
ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
（詰物（0.25kg）：ダックダウン50％／150×210cm）

3,024円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94,500円

　モダン仏壇 ハイム-Z 上置
（タモ／ダーク色／20号）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122,000円

　モダン仏壇 キュート 上置
（クルミ／ダーク色／16号）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,240円

①銘香 芝山
（桐箱／短寸10把入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,240円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,400円

宇野千代のお線香
淡黒の桜
③（桐箱／サック6入）

④（塗箱／短寸10把入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,400円

②沈香 永寿
（塗箱／短寸10把入）

適度なボリュームで床内の温度と湿度を
快適に保ちます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

〈昭和西川〉
ウォッシャブル 羽毛肌掛けふとん
（詰物（0.25kg）：ダウン70％、側地：ポリエステル85％・

綿15％、150×210cm）

手軽にお洗濯できます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

〈東京西川〉
ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
（詰物：（0.25kg）フランス産シルバーダックダウン90％／

150×210cm／日本製）

ふっくらとした羽毛肌掛けふとんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

〈東京西川〉
ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
（詰物（0.3kg）：ウクライナ産シルバーグースダウン93％／

150×210cm／日本製）

5,400円

〈東京西川〉
パイプ枕
（洗濯可／

高さ調節可／

日本製／

約63×43cm）

お仏壇
フェア

お線香

暮らしに調和する
モダンな仏壇を
多数お買得価格で
ご提供。

日
替
り
お
買
得
品

21木

【インテリア】

・・・・・・ 2,160円

　スリッパ
5種類
バラエティセット

【家庭用品】

・・・・・・・ 1,080円

　〈マーブル
エレガンス〉
IH対応フライパン
（26cm／
フッ素樹脂加工）

22金

【家庭用品】

・・・・・・ 1,296円

　有名ブランド
エプロン各種

【家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・ 864円

　〈マーナ〉
おさかな
スポンジ5点セット
（サイズ：
142×66×35mm）

23土

【食器】

・・・・・・・・・・・・・ 864円

　〈和の彩 流舞〉
フリーグラスセット
（275㎖×5本セット）

【家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・ 540円

　〈料理のいろは〉
出汁ポット
（幅134×奥行95×
高さ137mm）

6/20 水

【タオル】

・・・・・・・・・・・・・ 540円

川越店50点限り・
その他各店10点限り

川越店40点限り・
その他各店10点限り

川越店40点限り・
その他各店20点限り

川越店30点限り・
その他各店15点限り

川越店30点限り・
その他各店10点限り

各店2点限り

川越店80点限り・
その他各店40点限り

川越店30点限り・
その他各店20点限り

川越店100点限り・
その他各店60点限り

　有名産地
フェイスタオル
よりどり2枚

【家庭用品】

・・・・・・・・・・・・・ 540円

　〈フォルテック〉
スリムマグボトル
（容量：200㎖／
高さ：15.5cm）

※写真は一例です。

キッチン
用品
バーゲン

※お仏壇は
　川越店のみの
　お取り扱いとなります。

◆6月20日（水）～26日（火） ◆対象売場：寝具・インテリア・家庭用品・食器・ギフトプラザ・ヘルス＆ビューティ・介護
期間中、対象売場にて税込5,400円お買上げ毎に「1,000円相当のクーポンチケット」を差しあげます。 ※数に限りがございます。

●使用期限：7月1日（日）～17日（火） ●対象売場：寝具・インテリア・家庭用品・食器・ギフトプラザ・ヘルス＆ビューティ・介護
●1会計税込5,400円お買上げごとに1枚ご利用いただけます。 ※1会計で5枚までご利用いただけます。※その他優待割引を利用した場合は、お使いただけません。

クーポンチケット
ご利用方法

①

②

【寝具売場】
ひんやり涼やかな冷感素材、天然素材など、
夏に快適な肌掛け、敷きパッドなどの寝具をお得に揃えました。

◆6月20日（水）～26日（火）　◆川越店5階・飯能店5階・東松山店4階・
入間店3階・上尾店4階・坂戸店3階　・日高店2階　各店リビング売場

まるひろ各店
共同企画

① ②

③ ④

リビング

3,780円
4,860円
5,940円

（表：ナイロン100％、裏：
ポリエステル100％（ハニカム））

（100×205cm）

（120×205cm）

（140×205cm）

敷き
ふとん

枕

タオル
ケット

肌掛け
ふとん

羽毛
肌掛け
ふとん

　〈M'sクラン〉ガス対応フライパン
（テフロンプラチナ加工／日本製）

（20cm）　　　　　　　　　　　 ／（24cm）
（26cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円から

　〈料理のいろは〉
下ごしらえボウル各種 3,240円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,160円

　〈COOK LOOKⅡ〉
片手鍋（16cm）・両手鍋（20cm）
（3層鋼・ミラー仕上げ／日本製）

・・・・・・・・・・・3,780円

1,000円相当の
クーポンプレゼント！

詰めもの
ソフトパイプ

接触冷感素材で熱帯夜の
寝苦しさを和らげます。

〈昭和西川〉
接触冷感パッドシーツ

10,800円

〈昭和西川〉4層固わた敷きふとん
（上層・下層：毛50％・ポリエステル50％、

中層：ポリエステル100％（ソフトロール固わた）

側地：綿100％／4.7kg／100×210cm）

　〈シラセトル〉
IH対応 笛吹ケトル
（容量：2.5ℓ／日本製）

夏の快眠寝具バーゲン
敷き
パッド
シーツ

敷き
パッド
シーツ


