
◆8月7日（土）・8日（日・祝） 各日午後1時～／午後3時～（2回開催）
※参加はインターネットでの事前予約となります。詳しくは本イベントページにてご確認ください。

「シガール」入りの白無垢の箱にお絵かきやシールで
自由にデコレーションし、贈り物を通じて大切な人に
気持ちを届けよう！

今週の５階催場のご案内 ◆8月9日（月・振）まで〈最終日は午後5時閉場〉

【菓匠 花見】
涼味特別販売会
◆8月15日（日）まで
◆地階=味の銘店街

本体価格 

各350円
（税込 各378円）

あんみつ・
ほうじ茶
寒天
（各1個）

天然素材
シュロたわし
販売会
◆8月10日（火）まで
　 〈最終日は午後5時終了〉

◆5階＝キッチン売場

◆8月11日（水）～16日（月）  
◆5階催場
〈最終日は午後5時閉場〉

【キーコーヒー】
昭和レトロフェア
◆8月17日（火）まで
◆地階=キーコーヒー

【新潟加島屋】
限定お買得

天然素材シュロたわしを、
作業工程を紹介しながら
販売いたします。

今年トレンドの
カラーや耐傷に
優れた素材、
まるひろオリジナル
ランドセルも
豊富に
取り揃えました。

本体価格400円
（税込440円）

クリームソーダ
（イートイン）

・・・・本体価格350円
（税込385円）・・・・・・・・・・・・・・本体価格900円（税込972円）

グーテ・デ・ロワ／簡易大袋
（2枚×13袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格750円（税込810円）

グーテ・デ・ロワ フロマージュ／
簡易小袋（2枚入×8袋）

【ガトーフェスタ ハラダ】特別販売会予告

ランドセルフェア予告

せかいにひとつだけの「おくりもの」をつくろう！予告

◆8月6日（金）～15日（日） ◆地階=食品催場
 ※ポイントサービスのご利用対象外となります。 ◆8月8日（日・祝）まで

◆地階=新潟加島屋
 ※数量限定につきなくなり次第終了となります。

　メロンソーダ
（イートイン）

・・・・・・・・・・・本体価格900円
（税込972円）

キングサーモン塩漬
一口サイズ（200g）

・・・・・・本体価格600円
（税込648円）

北海道産 
秋鮭の焼漬（250g）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

第1弾 

フェア夏　グルメアンテナショップ全国選抜 ＆

・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格200円から（税込216円から）
【善収庵大こくや】くずバー各種（1本）

※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。※天候・交通事情により産地変更、
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。

◆8月11日（水）～16日（月） 〈最終日は午後5時閉場〉
アンテナショップ 食品お買得市全国選抜 ＆

第2弾 予告

・・・・・・・・・・・・・・本体価格100,000円（税込110,000円）

オーダーインソール 
バランシア（ブラック・ブラウン／日本製）

メンズファッションバーゲン いきいきカラダフェア
美しい姿勢は足元から。
足裏の三本の足弓
（アーチ）を最適な状態で
支えることにより足から
バランスを整えます。
※バランシアは足の
　形とサイズを計測した
　オーダーメイドの
　インソール（中敷）と
　なっております。

　　　　　 北海道、青森県、岩手県、宮城県、
福島県、石川県、群馬県、三重県、福井県、兵庫県、
広島県、鹿児島県、熊本県、宮崎県、大分県、沖縄県

出店店舗

・・・本体価格1,700円（税込1,836円）

　南青山ロールダブルクリーム
（ホール／1本）

・・・・・・・・・・・本体価格560円（税込605円）

　ショートケーキ
（1台）

・・・・・・・・・・・本体価格580円（税込627円）

　フランボワーズ フィグ
（1台）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,200円（税込1,320円）・・・・・・本体価格1,350円（税込1,458円）

ヨックモック青山本店でしか買えない各種ケーキ、
限定店舗展開の「ロイヤルブルー」シリーズの
クッキーやイベントオリジナル商品を販売。
また、巨大「シガールタワー」やヨックモックの
歴代缶を紹介する展示を期間限定で行います。

イベントサイトは
コチラから 

▲

※会場イメージ

店舗＆従業員の取り組みお客様へのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとお願い

お客様同士、適度な距離を
保ってのお買物のお願い 

少人数でのご来店入店時の手指の消毒お客様へマスク着用の
お願い

マスク着用と
検温を実施します

定期的な換気と
消毒を行います

いつもより距離をとって
ご対応します

現金・カードはトレーにのせて
お預かり、お渡しいたします

混雑時には3つの密回避
のため、入場制限を実施

※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。

新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や
臨時休業をする場合がございます。

●川越店 8月の店休日のご案内 25日（水）誠に勝手ながら8月17日（火）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。

ヨックモック フェスタ＠まるひろ川越店

　プティ シガール 
ア ラ クレーム
（ショコラクレーム・
ピスターシュクレーム・
フレーズクレーム／
各1種・9本入）

　
クッキーで
つなごう 
プティ 
シガール 
アソート
（オリジナル
タンブラー・
プティシガール4本・プティ シガール 
オゥ ショコラ4本／各2種8本入）

1階=西口特設会場／7階=エンジョイホールにて撮影した花手水の写真を、まるひろ公式インスタ
グラムをフォローいただき２つのハッシュタグをつけてご投稿ください。「♯まるひろのキャンペーン」
「♯まるひろの花手水2021」投稿画面を1階=東口サービスカウンターへご提示いただいたお客様
 先着30名様に『【彩果の宝石】フラワーゼリーコレクション』を差しあげます。
 ※プレゼントのお渡しはお1人様1回限り。※なくなり次第終了となります。
 ※詳しくは売場係員にお尋ねください。

もともと花手水とは、水のない場所で手水の代わりに
草花をこすり手を清める儀式のことです。現在のような
「手水鉢を花で彩ること」を意味するようになったのは、
京都の楊谷寺で数年前から行われていた花手水に由来します。

◆8月17日（火）まで
まるひろ花手水インスタキャンペーン

はなちょうず

青山本店がやってくる！

・・・・本体価格3,000円（税込3,300円）ベルト各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格6,000円（税込6,600円）
カジュアルシャツ各種

本体価格5,000円（税込5,500円）シューズ各種

暮らし、素敵に。                     まるひろ川越店

※写真は一例です。

8/4 水

2021

川越店
〒350-8511 川越市新富町2-6-1

まるひろホームページは、こちらから➡
営業時間：午前10時～午後7時

http://www.maruhiro.co.jp

049（224）1111（大代表）

ヨックモック フェスタ限定商品



※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。※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。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

生活応援 プライス 冷凍食品 毎日お買得！！ ※一部除外品がございます。

フルーツゼリー
コレクション
①箱入り
（15種類25個入）

【彩果の宝石】 【ヨックモック】

・・・・・・・・・・本体価格1,000円
（税込1,080円）

②袋入り
（15種類15個入）
・・・・・・・・・・・・・・・本体価格500円

（税込540円）

シガール
（20本入）

本体価格

1,350円
（税込1,458円）

シガール
オゥ
ショコラ
（18本入）

本体価格

1,800円
（税込1,944円）

①

②

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

お盆手みやげ特集 ◆各店・各階＝名店コーナー

◆各店・各階＝食料品

お盆
おもてなし
材料

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈ニュージーランド産〉（ゼスプリ）
グリーンキウイフルーツ（1個）

・・・・・・・・・・・・・本体価格68円
（税込74円）

〈神奈川県産他〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格980円
（税込1,059円）

〈佐賀県産〉
ハウスみかん
（Mサイズ／6個入・1パック）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

【東信水産】
〈長崎県産〉
無添加あじ開き（2枚）

・・・・・・・・・本体価格258円
（税込279円）

【魚力】〈青森県産〉
ベビーホタテ
（生食用・解凍／100g当り）

・・・・・本体価格238円
（税込258円）

〈群馬県産〉
やまと豚
ロース肉各種
（切身・うす切り・生姜焼・
しゃぶしゃぶ用／各100g当り）

・・・・・・・・・・・・・本体価格78円
（税込85円）

【肉処せんや】
〈宮崎県産〉日南どり
ササミ（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格128円
（税込139円）

日清 カップヌードル
（しょうゆ・シーフード・

カレー／各1個）

・・・・・・・・・本体価格178円
（税込193円）

雪印メグミルク 
毎日骨太MBP
（900㎖）

食料品 まるひろ各店共同企画 ●川越店 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場

オープニングスペシャルサービス8/4水
98円 均一98円 均一

（税込106円）（税込106円）

青果
本体価格

●〈岩手県産他〉
きゅうり
（3本）
お1人様6本・各店先着900本限り

●〈新潟県産〉
まいたけ
（1パック）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈群馬県産〉
（産地直送）小松菜 
（1袋）
お1人様2点・各店先着200点限り

●〈群馬県産〉
（産地直送）とうもろこし
（1本）
お1人様2本・各店先着300本限り

お1人様5個・各店先着300個限り

本体価格298円（税込322円）

〈北海道産〉
ミニトマト（1パック）

本体価格250円（税込270円）

【東信水産】〈アメリカ産〉
紅鮭切身（中辛口）
（100g当り）

本体価格248円（税込268円）

【魚力】〈茨城県産他〉
生食用 しらす干し
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各798円
（税込 各862円）

サクラ印
純粋はちみつポリ
（700g）・
加藤美蜂園
北海道てんさいオリゴ黒
（960g）

本体価格188円（税込204円）

JA全農たまご
実りの赤たまご（10個入）

本体価格250円（税込270円）

【デリカ味彩】
とうもろこしの香ばしあげ（6個入）

本体価格148円（税込160円）

ヤマザキ
超芳醇食パン（各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

〈岩手県産〉南部どり全品
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

【肉処せんや】〈国内産〉
平田牧場三元もち豚
モモ肉（うす切り・切り落し・
ブロック・一口カツ用／各100g当り）

お1人様2点・各店先着100点限り

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

5木 6金 7土 8祝
日

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格280円
（税込303円）

〈秋田県産他〉
枝豆
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格698円
（税込754円）

〈山梨県産他〉
種無し巨峰
（1パック）

・・・・・本体価格480円
（税込519円）

【東信水産】
〈モーリタニア産他〉
真たこぶつ切
（ボイル・生食用／
約120g）

・・・・・・・・・本体価格550円
（税込594円）

JA高崎ハム 
ホワイト肩ロースハム
（270g）

・・・・・・・・・本体価格500円
（税込540円）

【肉処せんや】
〈国内産〉牛肉切り落し
（モモ）（100g当り）

本体価格 各198円
（税込 各214円）

えひめ飲料 
POMポンジュース
（800㎖）・
POMみかんオレ
（1ℓ）

・・・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

・・・・・・・・本体価格138円
（税込150円）

ヤシマ 
山形県産大豆
寄せ豆腐（250g）

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り

お1人様1ケース（6点）限り

お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・・・・本体価格98円
（税込106円）

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

・・・・・・・・・本体価格698円
（税込754円）

〈茨城県産他〉
幸水梨
（2個入・1パック）

・・本体価格1,380円
（税込1,491円）

【東信水産】
〈インド産他〉ホワイトえび
（10尾入・1パック）

・・・・・・・・・本体価格890円
（税込962円）

【魚力】
旬魚の刺身盛合せ
（4点盛）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

牛・豚・鶏
小間切・切り落し肉
各種 店頭表示価格
（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

【肉処せんや】
〈国内産〉黒毛和牛全品
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

本体価格 各1,980円
（税込 各2,139円）

堀商店 新潟県
岩船産コシヒカリ・
特別栽培米
新潟県産コシヒカリ
（各5㎏）

明治 ブルガリア
ヨーグルトLB81
（プレーン・脂肪0／各400g）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

・・・・・・・・・本体価格278円
（税込301円）

【魚力】
〈ロシア産原料他〉
辛子明太子（100g当り）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着300点限り お1人様2点・各店先着50点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈北海道産〉
トマト
（1袋）

・・本体価格1,280円
（税込1,383円）

〈山形県産他〉
すいか
（Mサイズ／1個）

本体価格1,080円
（税込1,167円）

【東信水産】
鮭食べ比べセット
（紅鮭、時鮭、銀鮭）
（各2切・1セット）

・・本体価格1,000円
（税込1,080円）

【魚力海鮮寿司】
握り寿司「海幸」
（1折）

・・・・・・・・・本体価格450円
（税込486円）

国産牛（交雑種）
バラカルビ焼肉用
（100g当り）

・・2割引

【肉処せんや】
〈国内産〉平田牧場
三元もち豚全品
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

揖保乃糸 
手延素麺（300g）・
手延冷麦（400g）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様1点・各店先着50点限り

※川越店ではお取扱いしておりません。※川越店ではお取扱いしておりません。

●堀商店 新潟産こがねもち（1㎏）

肉処せんや祭肉処せんや祭 肉処せんや祭肉処せんや祭

・・・本体価格550円
（税込594円）

・・・本体価格 各278円
（税込 各301円）
よりどり2束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

キムチ
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格698円（税込754円）

●アクツ 初代 竹次生摺りこんにゃく（350ｇ）・
しらたき（280ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各188円（税込 各204円）

●丸広 普通小豆（300g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格368円（税込398円）

●紀文 さつま揚極上（4枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格198円（税込214円）

●山口製糖 料理党三温糖（500g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格258円（税込279円）

●紀文 うなぎや鹿児島産（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,180円（税込1,275円）

●カネソ22
大田記念病院が考えただしパック
（30袋入・300g）
・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,280円（税込1,383円）

●紀文 焼ちくわ（170ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格188円（税込204円）

●にんべん
つゆの素ゴールド・
塩分控えめつゆの素ゴールド（各500㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 各368円（税込 各398円）

●山田物産  釧路産根昆布徳用（220g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格598円（税込646円）
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