
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。

049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 店

2016

〒350-8511 川越市新富町2-6-1

まるひろホームページ
営業時間：午前10時～午後7時

http://www.maruhiro.co.jp

049（224）1111（大代表）

ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。

6/29水川越店

地元埼玉県の新鮮野菜が勢揃い！

◆7月11日（月）まで
〈最終日は午後5時閉場〉

ハワイアンフェア

●予告
川越店 次週5階催場のご案内

※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。 

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

※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
●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。

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） 
●リーダースカード 
●チェリーカード 
●メンバーズカード

交換期間 6/30 7/3木 日

■交換は「本カード名義ご本人様」のみとなります。また、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水まで

2016年

●別館4階・友の会カウンター（午後6時まで）まるひろ友の会 
RAFFINE Circle

新会員募集中！
●お申込み・お問合せ 別館4階・友の会カウンター

Present  ご入会のお客様に「ファッションバッグ」を差しあげます。※なくなり次第終了となります。
月々の積立を半年間お続けいただくと、満期時にお積立総額にボーナス金額をプラス
したお買物カードとしてご利用いただけます。
今月中にご入会で12月に満期受取、お買物ができます。

●6ヶ月コースにおいても、会員様限定の「特別ご優待」「特別セール」ご招待など、さまざまな特典を
　ご用意しています。※1年間のお積立コースも新規会員様の募集を行っております。

満期時のお積立総額
6,000円×6ヶ月分

 満期時
ボーナス●月々のお支払いが

　6,000円の場合・・・ + = 37,500円
 満期受取金額

満期時のお積立総額
10,000円×6ヶ月分

 満期時
ボーナス●月々のお支払いが

　10,000円の場合・・・ + = 62,500円
 満期受取金額

食品日替り特価生活応援プライス ◆地階・食品売場6/29 ・30水 木

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

Kobaton まるひろのお中元 
早期特別ご優待

●まるひろ友の会会員証、 まるひろMクラブカードの
いずれかをお持ちのお客様は、　 さくら草マーク
がついたピンクのご注文カードの商品を本体価格
より10%割引でご利用いただけます。

まるひろホームページからも一部
お中元ギフトをご注文いただけます。 http://www.maruhiro.co. jp/検索丸広百貨店

友の会会員様・Mクラブカード会員様 
6月30日（木）までに限り

カード提示でカード提示で

▼10%OFF▼10%OFF

まるひろ
初開催

6月29日（水）～7月3日（日）夕市開催

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

佐々直独特の製法でソフトに焼き
上げた仙台名産の笹かまぼこ。
わさびの他、おろしでもご賞味く
ださい。

・・・・・・378円

佐々直 
笹蒲鉾
（8枚入）

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

◆7月3日（日）まで ◆地階・食品売場

地元再発見・ふるさと 埼玉朝市地元再発見・ふるさと 埼玉朝市
◆入場無料
　※当日は第1駐車場の一部が使用できない時間と区画がございます。
◆主催：地元再発見・ふるさと埼玉朝市実行委員会

◆ 7月3日（日）午前9時30分～正午
◆第1駐車場 特設会場

※各日午後4時
　～午後6時

Present
期間中、〈love sima〉の商品を
21,600円以上お買上げの
お客様にハンカチを差しあげ
ます。※数に限りがございます。

実演実演 実演 実演

実演実演

New

　大行列のできる
有名店がついに
川越に登場！

1階 のご案内
2階

コース内容（所要時間20分）

■6月29日（水）・30日（木） 

　　 ■7月1日（金）～5日（火） 

■7月1日（金）～3日（日）
1回目：午後2時から
2回目：午後4時から 

■7月26日（火）まで
■3階・特設プロモーションスペース

■各階にて開催

お客さまの魅力を引き
出す“美のスペシャリスト
”トップメイクアップクリ
エーターがトレンドメイク
をいち早くご案内いたし
ます。わずかな時間で
新しい自分と出会って
みませんか。

RMK専属メイクアップ
アーティストが、ステージ
に登場。新商品を使用
した最新メイクをお届け
します。

ベース：化粧くずれのない透明感あふれるベースづくり
眉：ご自身の顔立ちに合わせた簡単眉テクニック
目もと・口もと：最新トレンドメーキャップテクニック

メイクショー開催

お問い合わせ：049（226）4912〈直通〉

美のスペシャリストによる〈クレ・ド・ポーボーテ〉
サマーメイクイベント

〈RMK〉
2016 SUMMER COLLECTION
“COOL n’ POP”Make up Event

リゾートスイムウェア特集

木版プリントや職人が
何版にも重ねるプリント、
手刺繍等、人の手の
温もりが感じられる服
作りが人気のブランド
です。

■シャツワンピース
（麻100％）

・・・・・・・・・・・12,960円
ワンピース
（綿100％）

・・・・・・・11,840円
ストール
（綿100％）

・・・・・・・・・・8,100円

〈love sima〉
期間限定ショップ
●7月5日（火）まで

特別企画 夏の天体観測会

前身頃にリバティプリントを
使用した、爽やかな色柄と
カットソー素材のコンビデザ
インのブラウスです。

■ブラウス
（綿100％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円

【フロ プレステージュ】
スタージュレ（カラフル
フルーツ／1個）・・・・・・・・・・421円

【モロゾフ】七夕デンマーク
クリームチーズケーキ
［天の川」（1台）・・・1,080円

■【京都・七篠甘春堂】
天の川（240g・1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 918円

【2階・スタイリッシュガーデン】

←

→

◆別館1階・フィットネス

〈森永乳業〉ビフィズス菌
セミナーのご案内
◆7月3日（日）午後1時～午後2時
◆9階・バンケットルーム

●定員：30名
●受付場所：地階・食品ラッピングカウンター

彩の国から夏の贈り物 2016 まるひろのお中元

◆7月25日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉  ◆5階催場
お中元ギフトセンター好評開設中！

シーズンクローゼット
まるひろ

ららぽーと富士見店
でもお取り扱いして

おります。

【工房よしだ】酒袋使用
円形型ショルダーバッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円
（27×27×8cm）

【伊藤唐木家具工芸】
三角手提げバッグ

・・・・・・・・・32,400円
（花梨／幅27×高15×奥行
16cm）

【堺打刃物 
 カモシタ】
三徳庖丁（錆びにくい
特殊鋼・19cm）
・・・・・・・・・・・14,040円

【灰汁人】
シルク手染め手織り上衣

・・・・・・・・30,240円（絹100％）

【大阪銅器】
飴入れヤンポ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,752円
（金銀セット）

●三笠（大） ●一煎パック3種
●きざみとろろ（30g）
●しお飴（100g）
●即席味噌汁淡醸3個
●焼ドーナツ2個

・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

ゆめまるくん来場大阪お楽しみ袋
スタンプラリー

開催

参加
無料

2●土7

【すし萬】
大阪すし（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

【藤熊】
玉ねぎたっぷり天（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・297円

【小倉屋山本】
えびすめ（75g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

【米忠味噌本店】
茄子もろみ（330g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【だんぢり屋】
だんぢり（1本）

【宇治園 茶の彩】
ソフトクリーム（抹茶・バニラ・
ミックス／各1個）・・・・・・各331円

【総本家 釣鐘屋本舗】
釣鐘まんじゅう（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475円

【庵月】
わらび餅（270g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

【喜多林堂】
割板3種詰合せ（ピーナッツ・
黒ごま・金ごま／330g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　 1,080円

【宇治園】
宇治煎茶詰め放題
（約200g）・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

　

【玉出　木村家】
①ベネティアーナ

・・・・・519円（1/2サイズ）

・・・・・・・・・・・・・・216円（1個）
②ロールデニシュ

・・・・・・・238円（1個）

③求肥入まっ茶メロン
パン

玉出　木村家
パン

直送販売

このマークが「モバイル
クーポン」 対象店舗です。

モバイルメール会員募集中！

モバイル
携帯電話でQRコードを読み込んでアクセスするだけ！

※一部ご利用いただけない機種がございます。

モバイルメール会員にご登録いただくと「大阪なにわ
うまいもんまつり」でご利用いただける「お得なクーポン」
をプレゼント！この機会にぜひご登録ください。
　

登録無料

●協力＝浪花うまいもの会／（公財）大阪観光局
※当物産展でのお買物は、ポイントサービスの対象外となります。※数に限りがある商品もございます。売切れの際はご容赦ください。 ◆7月4日（月）まで ◆5階催場〈最終日は午後5時閉場〉

大阪なにわうまいもん まつり大阪なにわうまいもん まつり
なにわのうまいもんがぎょうさんあるある！

ナニワの台所といえばここ！
ほんまもんが大賑わい。特集

大
阪

営業時間：
午前10時30分～午後6時30分
※ラストオーダーは午後6時
〈最終日は午後4時終了、 最終日の
ラスト オーダー午後3時30分〉

おやすみ茶屋

【道頓堀　今井】
きつねうどん
（1人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・735円

昆布と鰹の
しっかりとした
コクと旨みを
生かしながら、
上品な薄味に仕上げ
ました。　【味乃家】

モダン焼
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・864円

たっぷりのキャベツが
生み出すフワフワ食感。
絶妙の焼き方を目の前で！

ソース、青海苔、紅しょうがを
使わず、だしの旨みを味わう
伝統の一品。

★ミシュランガイド京都・大阪2016 「ビブグルマン」受賞

ビブグルマンとは
世界的なグルメガイドブック「ミシュランガイド」の中で、星は付かない
までも、主に5,000円以下で美味しい料理が楽しめる
食いしん坊必見のお店です。

　【たこやき発祥のお店
大阪玉出 会津屋】
元祖たこ焼（12個入）540円

【東信水産】〈鹿児島県産〉
うなぎ長焼（1尾）・・・・・・・・・・・・・1,980円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
【塩干コーナー】小木曽商店
真あじ開き（3枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各699円

【東信寿司】本まぐろ入海鮮丼
（1折）

朝日 えごま油・アマニ油
（170g・各1本）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
ヤスダ ヤスダドリンクヨーグルト
（900㎖）

・・・・・・・・・・・・・300円

明治 スライスチーズ・
とろけるスライスチーズ（各7枚）・
なめらかソフト（280g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4割引
アイスクリーム（ハーゲンダッツを除く）
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・全品3割引

【丸広ミート】 肉の日  
〈国内産〉黒毛和牛
 店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各599円
金笛 胡麻ドレッシング（390㎖）・春夏秋冬のだしの素
（1ℓ）（各1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円
北海道保証牛乳 小樽工場発こだわり牛乳
（1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈埼玉県産〉
きゅうり（3本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599円
〈茨城県産他〉青肉メロン
（1個）

【塩干コーナー】博多鳴海屋あごだし明太子（100g当り）380円

高崎ハム 焼豚（270g・1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円

にんべん フレッシュパックソフト（4g×10袋）・・・・・・・・・・・299円

【東信水産】〈ノルウェー産〉
トラウトサーモン切身（養殖／3切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈群馬県産〉（産地直送）ほうれん草
（1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈ニュージーランド産〉ゴールドキウイフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円
【丸広ミート】群馬県産やまと豚肩ロース
切り落し肉（100g当り）

6/29
水

30
木

綿麻素材でランダムストライプ
が涼しげなブラウス。前身頃
のボタンで着丈の調整をして
幅広い着こなしに。

■ブラウス（綿84％・麻15％・
ポリエステル1％）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
【2階・スタイリッシュガーデン】

→

職人の手によるスクリーン
プリントを施したブラウス。
猫たちが並んだ楽しいデザ
インで、夏らしさあふれる
天然素材のプリントブラウス
コレクションです。

■ブラウス
（綿100％）・・・・・・・・・・9,612円
【3階・ウイークエンドスタイル】

→

7月7日（木）は七夕。まるひろサマーバレンタイン

◆ご予約：6月29日（水）より
　6階・玩具売場レジにて受付いたします。
◆開催日：7月9日（土）
　午後6時受付開始～午後8時30分解散
◆9階バンケットルーム当日受付場所
◆参加費：おひとり様500円（子供・大人同額）
◆募集組数：20組
  （1組3名様まで、検定参加者は1組1名、検定参加者は
  小4生以上とします。成人の保護者の同伴をお願いします。）

年に一度の お も い が届く、
「七夕短冊メッセージ」募集！

◆展示期間：7月7日（木・七夕）
◆展示場所：1階西口プラザ・7階屋上わんぱくランド
皆さんの お も い をつづった短冊は、会期終了後に
総鎮守・縁結びの神様で知られる「川越氷川神社」
の七夕祭に奉納し、成就祈願をいたします。

※定員に達し次第、応募受付を終了いたします。

※短冊は返却いたしません。あらかじめご了承ください。

皆さんが組み立てた
同じ望遠鏡で
天体観測をしませんか？
※荒天時は屋内にて、
　模擬天体観測会を開催
　します。
※詳しくはHPをご覧ください。

★七夕イベント★★七夕スイーツ特集★ 地階・味の銘店街★浴衣フェア★ ★ゆかたフェア★ 

〈エフデ〉
■ゆかた
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,860円

・・・・・・・・・・・・・10,584円

赤いぼかしの可憐な花 を々大胆に
あしらった女性らしさが漂う浴衣です。

半幅帯

・・・・・・・・・・・・・・・17,280円
〈夢がたり〉
バッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円下駄

←

←

■ゆかた
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円

・・・・・・・・・・・・・10,584円

爽やかなブルーを基調に咲きほこる
花 を々配した涼感あふれる装いです。

半幅帯
・・・・・・・・・・・・・・・16,200円バッグ

→

,16 Summer

■2階・3階 婦人服夏を愉しむ、今すぐ活躍の品が揃いました。

7.1FRI
スタート。

■【メリーチョコレート】
Ⓐトゥインクルスター
Ⓑ星のクランチチョコレート
（各1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各378円

Ⓐ

Ⓑ

※諸国銘菓コーナーにて販売。

【龜屋】
七夕ぼた餅（1個）・・・・216円

※7月7日（木）までの販売となります。

※7月1日（金）からの販売となります。

※数に限りがございます。

【伊勢屋商店】
水茄子浅・ぬか漬
（各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

【北圧】
塩銀鮭
（3切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円 ・・3,024円

【黒門 串誠】海鮮串揚げセット
（16本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
※当日の入荷状況により内容が変わる場合が
ございます。

※他にもご用意いたしております。

期間中、当物産展で1店舗につき
1,000円以上お買上げでスタンプを
1個押します。
※7月4日（月）はWスタンプ（1,000円
以上で2スタンプ）スタンプが3個
揃いましたら抽選会（後日抽選）に
ご参加いただけます。抽選で20名様
に「特産品」をプレゼントいたします。

①午前11時から
（モバイル会員・
LINE友だち）
限定

②午後1時から

※各日、空輸にて大阪から到着。販売開始は
正午12時頃からとなります。※数量に限りが
ございますので、売切れの際はご容赦ください。

※各時間
先着100名様に
粗品を差しあげ
ます。

お1人様1点・先着100点限り

各日先着100点限り

先着1500本限り

先着100点限り

先着300点限り

先着500点限り

お1人様2点限り

・・・（各1個）各159円よりどり2個

29●水6

1袋

期間中、ゆかたと帯セットでお買上げ
のお客様に、7月30日（土）・31日（日）
限定で着付サービス（予約制）承り
ます。※ご希望の時間に添えない
場合がございます。

◀折居TMC

対象カード

全店合計

20,000枚限定発行！

北海道産タマネギの
旨みをたっぷり詰め
込んだ醤油ベースの
ドレッシングです。
口あたりの良さと、
コクの深さが特徴
です。

・・・・・・・・・・・・702円

北海道バイオイン
ダストリー 北海道
タマネギドレッシング 
（200㎖）

こなもん特集

ビフィズス菌の特徴や、ビフィズス菌と
乳酸菌の違いについて説明いたします。

各階にて開催

お買得品多数！

定番のタンキニ、
アクティブに遊べる
ショトーパンツ、
キレイに着こなせる
セット商品、
日焼け対策の
ラッシュガードなど、
ファッションスイム
アイテムを多数
取り揃えており
ます。
※写真はイメージです。

※定員になり次第受付終了となります。

【黒門 萬野総本店】国産
黒毛和牛 極上サーロイン
ステーキ弁当（1折）

●①

●②

●③

・

※写真は盛付の一例です。

実演
実演

実演

実演

※刃物研ぎ承ります。（有料）

←



※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。

10,800円

K18ペリドットピアス
（P：計1.5ct）

162,000円

K18ダイヤモンド
ネックレス
（D：計0.6ct／
全長約80cm）

54,000円

Pt950
ダイヤモンド
リング
（D：計0.1ct）

216,000円

Svサンゴ／
ジルコニア
ネックレス
（全長約70cm）

86,400円

K18／
K18WG
アコヤパール
ネックレス
（全長90cm／
AP：7.0～8.5mm）

86,400円

Pt950
ダイヤモンド
リング
（中石：0.1ctup、
SD：0.1ct／
鑑定書付）

145,800円

Ptダイヤモンド
ペンダント
（D：計0.7ct／
全長最大45㎝）

32,400円

K18WG
ダイヤモンド
ペンダント
（D：0.08ct／
全長40㎝）

108,000円

K18
ダイヤモンド
リング
（D：計0.5ct）

64,800円

K18
ダイヤモンド
ピアス
（D：計0.2ct）

・・・・・・・・・・・・・・・95,040円

②K18PGルビー／
ダイヤモンドリング
（R：計0.5ct、D：計0.1ct）

21,600円

①K18
ルビーピアス
（R：計0.3ct）

12,960円

①K18ピアス
12,960円
②K14WG
アコヤパール
ピアス
（AP：7.5～8.0mm）

・・・・・・・・・・10,800円

19,440円

①Sv
黒蝶パール／
ヘマタイトネックレス
（KP：10mm、HM：2.2ct／
全長40㎝）

②K18アコヤパール
ペンダント（全長40cm／
AP：7.5～8.0mm）

10,800円
Ptダイヤモンドピアス
（D：計0.1ct）

・・・・・・・・・・・・・・10,800円

Sv淡水ネックレス
（全長約120cm）

・・・・・・・・・・・・・・10,800円

水晶／アクアマリン
ネックレス（全長約80cm）

SUMMER
JEWELRY FAIR

Yellow Gold Platinum Pearl,Coral

◆6月29日（水）～7月5日（火）
◆3階・宝飾サロン

6/29○限りオープニングサービス水

3点限り

2点限り 3点限り
5点限り

【食器】

　〈M'sクラン〉
フライパン
（ガス火専用）
（26cm）・・・・・・・・・・3,780円

●⬅有名ブランド
エプロン各種

・・・・・・1,620円
上尾店50点限り
 川越店100点限り

上尾店15点限り
 川越店30点限り

上尾店30点限り
 川越店50点限り

上尾店50点限り
 川越店100点限り

【家庭用品】

●⬅〈東京西川〉
バスタオル
各種
（日本（今治）製）

・・・・・・・・1,620円

●⬅スリッパ各種

・・・・・・1,080円

●⬅レース小物
各種

・・・・・・756円から
【タオル】 【インテリア】 【インテリア】

特
別
提
供
品

のリビングバーゲン6月29日（水）～7月5日（火）
川越店・上尾店共同企画 川越店5階

上尾店5階
リビング売場

夏の快眠寝具バーゲン【寝具】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

　〈フレッシュランド〉抗菌まな板
（35cm）

（41cm） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

　家庭用水切り
（2～3人用／ホワイト・ピンク）

肌掛けふとん 夏物の冷感素材や天然素材の肌掛けふとん・ケット・
敷パッドなどの快眠寝具がお買得。

洗える

タオルケット
綿100％

ご家庭で洗える肌掛け
ふとん特集です。エアコンを
お使いになる時は快適な
ボリュームです。

汗ばむ夏場は何枚あっても
うれしいケット。上質素材の
国産タオルケットもお買得
価格です。

襟面と片面がニット使いの洗える肌掛け
ふとんです。

3,024円

　〈東京西川〉ウォッシャブル合繊肌掛けふとん
（表地：綿100%（ガーゼ）、衿裏地：綿50%・

ポリエステル50%（ニットワッフル）、詰物：

ポリエステル100%、0.3kg／140×190cm）
ダックダウンを使用した洗える羽毛肌掛けふとんです。

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

　〈東京西川〉洗える羽毛肌掛けふとん
（側地：ポリエステル85%・綿15%、詰物：ホワイトダックダウン85%、

0.25kg／150×210cm）

ご家庭で洗濯でき、いつでも清涼感を保てる肌掛け
ふとんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

　〈昭和西川〉ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
（側地：ポリエステル85%・綿15%、詰物：ダウン70%、

0.25kg／150×210cm）

綿しじら生地でベタつかず快適な
敷パッドです。

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

　〈東京西川〉先染め綿しじら敷パッド
（表地：綿100%、詰物：ポリエステル100%、
0.3kg／100×205cm）

麻生地のポコポコキルトで天然素材の爽やかな
敷パッドです。

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

　〈東京西川〉麻ポコポコ敷パッド
（表地：麻100%、詰物：ポリエステル100%、0.3kg／100×205cm）

2重ガーゼで汗ばむ季節もサラッとした
敷パッドです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円

　〈東京西川〉2重ガーゼ敷パッド
（表地：綿55%・ポリエステル45%、

裏地：ポリエステル100%、詰物：ポリエステル100%、

0.25kg／100×205cm）
NASAが開発した調温素材アウトラスト。暑い夏も寒い
季節も一年中快適です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

　〈東京西川〉アウトラスト敷パッド
（ポリエチレン55%・レーヨン25%・綿20%／100×205cm）

薄手のシーツのような感覚で、サラサラとした肌触りが
特徴です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

　〈昭和西川〉イヤシヤ 麻混パッドシーツ
（日本製／綿55%・麻30%・ポリエステル15%／100×205cm）

片面やわらかなシャーリング加工でボリューム
タイプのタオルケット。人気の今治製。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,424円

　〈東京西川〉
タオルケット
（スーピマ綿100%／140×200cm）

接触冷感生地を使用したニット素材ケット。
寝苦しい夜も快適です。

・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

　〈東京西川〉クールニットケット
（表面：綿100%、裏面：レーヨン65％・ポリエチレン35%、

詰物：ポリエステル100%／140×190cm）

有名ブランドのタオルケットで、上品な花柄のデザインが
特徴です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

　〈昭和西川〉有名ブランドタオルケット
（綿100％／140×190cm）

敷パッドシーツ
素材いろいろ

サラッと寝心地の良い敷パッドです。素材も色々選べます。

接触冷感素材で、熱帯夜の寝苦しさを解消してくれます。
抗菌・防臭の機能もついています。

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

　〈昭和西川〉接触冷感パッドシーツ
（ナイロン75%・ポリエステル25%／100×205cm）

夏の熱帯夜を快適に過ごすこの夏のおススメアイテムです。

熱帯夜対策
涼感素材

日本製ならではの高品質フライパンや鍋・水回り用品などを
お買得価格でご提供いたします。

①

①

①

②
②

②

キッチン用品バーゲンこだわりの日本製 【家庭
用品】

※数に限りがございます。 ※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。
※写真は
イメージです。

・・・各1,080円

●⬅ペア
オードブルセット
（長角大）・
小皿5枚セット
（正角）

　〈コージー〉
①両手鍋
（ガス火・IH対応／20cm）

②深型両手鍋
（ガス火・IH対応／22cm）

・・・・・・・・・・3,240円
・・・・・・・・・・3,780円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

　〈コットン〉笛吹きケトル
（ガス火・IH対応／1.8ℓ）

①②

　〈M'sクラン〉
フライパン
（ガス火専用）
（24cm）

3,564円


