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1/26 水川越店
〒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）

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 次回店休日のご案内 2月16日（水）

※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。

お客様へのお願い

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

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

アプリの無料
ダウンロードは
こちらから

ダウンロードすると
今すぐ使える
クーポンがもらえる！

まるひろ公式「アプリ」会員募集中！ 登録無料

-iPhone- -Android- で検索まるひろ

アプリストア

5階催場のご案内

地階＝エンジョイ ダイニングからのご案内 ◆2月1日（火）まで

各日先着100点限り

【山丁長谷川商店】
紅鮭切り落とし
（1盛）

【キャピタル】
ボレロ ウエハー
スティック各種（400g）

実演

実演 実演
NEW

●商品はご自宅使用限定とさせていただきます。 
●ご進物としてのご注文は承りできません。（のし掛、包装などのご依頼はご遠慮ください。）
●処分品の為、返品、交換はご容赦くださいませ。
●数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。
●ポイントサービスの対象外となります。 

◆1月27日（木）午後5時まで

50%OFFにて
特別提供いたします。

メーカー希望
小売価格の

外箱等に多少の傷、
難あり商品の為 ギフト商品を処分価格

※表示価格は割引後の
　価格です。

・・・・・・・・・・・・本体価格1,000円
（税込1,080円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格461円
（税込498円）

【新鮮な海の市場】
お買得
5点セット
・・・・・・・・・・・・本体価格1,000円

（税込1,080円）

【山本海苔店】
新のり焼海苔・
新のり味附海苔
（各20袋）
・・・・・・・・本体価格 各1,000円

（税込 各1,080円）

【串カツ八】
串カツ盛り合わせ（1パック）
・・・・・・・・・・・ 本体価格1,000円（税込1,080円）

【北海道一直売】
ジャンボいかめし（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体価格900円（税込972円）

熟成焼き栗
（300ｇ）
・・・・本体価格1,300円

（税込1,404円）

本体価格 各450円（税込 各486円）

【みさきや】
無頭はたはた一夜干し（200ｇ）
・・・・・・・・・・ 本体価格1,000円（税込1,080円）

【柿安本店】
カレー３種セット
（ビーフ・牛すじ・牛タン／
各180ｇ入）
・・・・・・・・・・・・本体価格1,400円

（税込1,512円）

【カドヤ】
いわしのふわふわ削り
（50g）　　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格298円

（税込322円）

【明治屋】
牛肉大和煮３缶パック
（155g×３）
・・・・・・・・・・・・本体価格1,390円

（税込1,502円）

【神戸紅茶】ロイヤルブレンド・
イングリッシュブレックファースト
・アールグレイ（各50パック）
・・・・・・・・・・・・・本体価格 各698円

（税込 各754円）

【明治屋】
純粋はちみつ
（1㎏）
・・・・・・・・・・・・本体価格1,080円

（税込1,167円）

先着100点限り

【岡村製茶】
知覧茶
（100ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格500円

（税込540円）

【にんべん】
本枯鰹節物語ソフト削り
（2.5ｇ×30袋入）
・・・・・・・・・・・・本体価格1,100円

（税込1,188円）

先着100点限り 先着30点限り 先着各40点限り 先着100点限り

【銀座新之助 貝新】
やわらか煮詰合せ
（ＳＰ-５０）
・・・・・・・・・・・・本体価格3,500円

（税込3,780円）

※写真はイメージです。

※ポイントサービスの対象外となります。
※写真はイメージです。

熟成焼き芋
紅はるか・シルクスイート
（各1本）

【いも、くり、
喫茶研究所】
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暮らし、素敵に。                     まるひろ川越店

バレンタイン コレクションGIFTギフト

◆2月8日（火）まで
ペア来店＆購入特典

◆1月28日（金）まで 
◆1階＝エンジョイスペース1
※1月29日（土）から5階催場にて販売となります。

まるひろ全館 冬物最終処分  ◆2月1日（火）まで ◆各階にて開催！ 

婦人カシミヤマフラー各種
本体価格3,000円から（税込3,300円から）

【1階＝エンジョイスペース2】

〈ミズノ〉メンズブルゾン
（中綿：ポリエステル100%）
・・・・・・・・本体価格9,800円（税込10,780円）

【4階＝ミズノ】

〈西川〉カシミヤ毛布
（ヨコ糸：カシミヤ100%・たて糸：綿100%／

140×200cm）
・・・・本体価格18,000円（税込19,800円）

【5階＝寝具】

切り替えダウンコート
・・・本体価格14,900円（税込16,390円）

ウールコート
・・・本体価格20,000円（税込22,000円）

【3階＝エンジョイスペース6】

カジュアルバーゲンウール・カシミヤ
バーゲン

〈ミズノ〉
冬物最終バーゲン

〈西川〉
寝具バーゲン

オンラインショップのみでご注文いただけます。
※店頭販売はございません。※詳しくはWEBをご確認ください。
※数に限りがございます。

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉

エグゼクティブ・シェフ
ジュリアン・
キンツラー氏

ご予約期限 お渡し期間2/4金まで 2/10木～14月

店舗でのお渡しも承ります。
（オンラインショップでご注文ください。）

https://www.shop-maruhiro.jp
検索まるひろオンラインショッピング

1 2
〈ロイスダール〉
クリーミーショコラ 源作印
1赤ワイン・2白ワイン（各100g）
・・・・・・・・・・・・本体価格各1,000円（税込各1,080円）

〈デジレー〉
トリュフ＆ハート8個入
（8個入）・・・・・・・・・・・・本体価格1,375円（税込1,485円）

〈ロイズ〉
生チョコレート
［オーレ］（20粒入）
・・・・・・・・・・・・・本体価格720円

（税込778円）

〈Ｇ-SHOCK〉
ＧW-Ｍ５６１０U-１ＣＪＦ
（電波時計・２０気圧防水／52g）
・・・・・・・・・・・・・・本体価格20,000円

（税込22,000円）

〈ザ・ノース・フェイス〉
トートバッグ
（オーガニックコットン100%／
36×30×11cm（12ℓ））
・・・・・本体価格5,000円

（税込5,500円）

〈マッキントッシュ
フィロソフィー〉
二つ折り財布（小銭入れ付／
牛革／クロ・コン・チャ）
　・・・・・・・本体価格10,000円

（税込11,000円）

〈ポケモン meets 
メリーチョコレート〉
ピカチュウポーチ
（72g）

本体価格1,500円
（税込1,650円）

〈ディック・ブルーナ by モロゾフ〉
ミッフィーコレクション（22個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,300円（税込1,404円）

〈ムーミン × メリーチョコレート〉
ダブルベリーとカカオのサブレ（12枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,800円（税込1,944円）

【3階＝時計】 【4階＝ザ・ノース・フェイス】 【4階＝紳士雑貨】

© Mercis bv

※写真は一例です。

大好きな人と！一緒にお買物してうれしい特典！

期間中、
1階＝化粧品〈RMK〉〈ランコム〉

〈エスティローダー〉〈コスメデコルテ〉
2階＝セレクトコスメコーナーにて

お連れ様とご来店の上、どちらかのお客様が
商品1点以上お買上げでお連れ様にも
コスメサンプルを差しあげます。
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