
〈青森県産〉ふじりんご（1個）

※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

●予告　川越店
次週5階催場のご案内暮らし、素敵に。 まるひろ川越店

※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。 

・〈埼玉県産〉きゅうり（3本）
お1人様6本・先着5000本限り

・〈茨城県産〉ピーマン（1袋）
お1人様2点・先着1000点限り

お1人様2点・先着1000点限り

・〈群馬県赤城高原産〉（産地直送）
ほうれん草（1袋）お1人様2点・先着1000点限り

お1人様5点・先着2000点限り
・〈フロリダ産〉グレープフルーツ
（ルビー）（1個）

・〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸
（1パック）

青果24
水

25
木

28
日

499円
【塩干コーナー】〈長崎県産〉
小木曽商店 真あじ開き（3枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・b1,680円【東信水産】〈鹿児島県産〉うなぎ長焼（1尾）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,280円

【丸広ミート】国産牛（交雑種）サーロインステーキ（約170g）・
ロースステーキ（約190g）（各1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・314円〈もぎ豆腐店〉試食販売会絹ごし三之助（300g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
【東信水産】さけ（4切）・たらこ（4本）
セット（１セット）

299円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299円
明治屋 Myジャム（イチゴ・ブルーベリー・
オレンジ・りんご／各340g）

にんべん フレッシュパックソフト
（4g×10袋入）

・・・各599円
丸彦製菓 だんらん うに・
はちみつ（各15枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・1,298円
サントリー プレミアムモルツ
（350㎖×6缶）

・・・・・・・・・・・・・各139円

明治 ブルガリアヨーグルト（プレーン・
脂肪0／各450g）・マルちゃん 
北の味わいガラ炊きラーメン
各種（110g×2）

・・・・・・・・・・・・・・各299円

300円

モンカフェ マイルドブレンド・キリ
マンジャロブレンド・モカブレンド
（各10パック入） 

・・・各159円

ダノン ビオ（75g×4）・デンシア（80g×4）・
明治 スライスチーズ（7枚）・とろける
スライスチーズ（7枚）・コーンソフト
（300g）・十勝6Pチーズ（100g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円
日本ハム シャウエッセン
（127g×2・1束）

全品3割引
【丸広ミート】〈岩手県産〉南部どり
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・全品3割引
【丸広ミート】国内産
黒毛和牛店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円

イタリアワイン試飲会

99円均一99円均一

・・・・・・・1,580円

【塩干コーナー】
〈宮崎県産〉うなぎ長焼き
（大／1尾） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各179円

キユーピー マヨネーズ（350g）・
マヨネーズハーフ（300g）
（各1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

・・・・・・・・・・・・・・ 299円

　〈熊本県産〉
グミニィミニトマト
（約350g・1パック）

26
金

27
土

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
【東信寿司】旬握り寿司セット
（10貫・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各599円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99円
〈佐賀県産〉新玉ねぎ（3個）

〈熊本県・茨城県産〉
青肉メロン・赤肉メロン（各1個）

・・580円
【東信水産】〈瀬戸内産〉はも
（湯引き）生食用（1パック）

全品3割引
【丸広ミート】〈群馬県産〉氷室豚・
〈埼玉県産〉彩の国黒豚
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・599円

　笛木醤油 
春夏秋冬の
だしの素（1ℓ）

・・・・99円

　〈群馬県
赤城高原産〉
（産地直送）
高原レタス
（1個）

美と健康
フェア

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円 ・・・1,620円

〈フラトリエ〉一級遮光帽子
（遮光・手洗い可／Mサイズ）

・・・・・・・・・33,480円

〈INDIVI〉
ワンピース
（ポリエステル
100％／9号）

オーバーホール

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

〈ブランポート〉
ボディホワイトニングエッセンス
（薬用ボディ美白美容液／150㎖）

〈生活の木〉
シトロネラ サンブロックミルク
（SPF28・PA+++／45㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円
①泡立ちぐらす（クリーミーな泡立ち
のどごしスッキリ）

8,640円
②チタン二重タンブラー（二重構造なの
で適温を保ち水滴がつきにくい）

・・・・・・・・・・6,480円
③ロイヤルセランゴール タンブラー
（保冷効果に優れている）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円から
●ハンドケア（指先パラフィン付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円から

●ハンドジェル
（手首パラフィンパック付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円から
●フットジェル（足首パラフィンパック付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
④伊賀焼ビアマグ
（泡がクリーミーになり気化熱作用で保冷機能を発揮）

UVロングチーフ
（綿100％／紫外線遮蔽率50％以上／

サイズ約150×35cm）

遮光生地を使用した紫外線対
策におすすめの帽子です。リ
バーシブル仕様で、鮮やかな色
使いが楽しいシリーズです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円

婦人UVニットカーディガン
（レーヨン50％・アクリル50％・
レース：ナイロン60％・綿40％）

袖レース切り替えがポイントのニット
カーディガンは、一枚でオシャレと
UV対策ができる優秀アイテムです。

ガーゼのような薄手素材で巻きや
すくUV加工が施されています。紫
外線防止におしゃれな首元を演出
いたします。

◆各階にて開催

こころとからだの「キレイ」が目覚める、
ヘルシーライフをお手伝い。

すばやくなじみ、
メラニンの生成
を抑えシミ、ソバ
カスを防ぎます。
毎日の美白ケア
におすすめです。

シトロネラ、レモン
ユーカリ精油を
含んでいるため、
虫よけにも効果的。
アウトドアにおすす
めです。

〈fitfit〉期間限定ショップ
◆5月30日（火）まで
◆1階・婦人靴特設コーナー ◆5月30日（火）まで ◆5階・食器

「ビアグラスフェア」「ネイルズユニークアルティミッド」
◆5月26日（金）～28日（日）
◆3階・ネイルズユニーク
　アルティミッド

　　 ●5月26日(金)・27日（土）・28日（日）各日午後5時より
試飲会を行います。お気に入りのグラスを見つけてください。

◆1階・婦人雑貨 ◆1階・ギフトマルシェ ◆2階・スタイリッシュガーデン

◆5月28日（日）まで  ◆1階・化粧品

◆5階・生活の木

夏のコスメティックフェア
ポイント

Mクラブカード会員様

ポイント

Mクラブカード会員様

外反母趾にやさしい
おしゃれな靴ブランド
〈fitfit〉が期間限定で
登場。機能性とデザイ
ン性を兼ね備えたパン
プスをバリエーション
豊富にご紹介します。

全品3割引

27・
土
28
日

・・・・・・・ 199円

愛たまご 深谷育ちの
たまご2個増量
（10＋2個・1パック）

食品日替り特価生活応援プライス ◆地階・食品売場 ※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。5/24水 28日 まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

　【丸広ミート】切り落
し小間切れ肉各種
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

  　【東信寿司】
本まぐろ中とろ入
握り寿司（12貫・1折）

1,680円

各日お1人様2点限り

各日先着50点限り

◆ご予約承り日：6月11日（日）まで
◆お渡し日：
6月18日（日）限り
◆地階・和洋酒
ギフトコーナー

〈なだ万厨房〉父の日御膳
（約13×15×高さ10.4cm／2段・1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

カッシーナ 
アマリア ディ ブロシオ 
マリアンジェラ 
バローロ
（750㎖）・・・5,940円

父の日弁当ご予約承ります。
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

◆5月28日（日）まで ◆地階・食品
カリフォルニアで育った有機
りんごから作った100％オー
ガニックりんご酢です。

・・・・・・・・・・・・・・1,566円

ブラウンシュガーファースト 
オーガニックアップル
サイダービネガー
（600㎖）

百貨店でプレミアムな週末を。

予告◆5月26日（金）・27日（土）
◆地階・和洋酒
　コーナー

デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト

ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

よりどり2個

セット内容 ●モイストバランスジェル（保湿ジェル／50g／現品）
●モイストバランスローション（化粧水／30㎖／トライアルサイズ） 
●ポーチ

角質層まで溶け込むような浸透力の保湿ジェルのセットです。肌が引き上がるようなふっくらハリと、
まばゆいほどのツヤをもたらす高機能
アンチエイジング美容液。

〈コスメデコルテ〉

〈コスメデコルテ〉
iPショット（20g）・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

〈パウダーパレット〉
アクセーヌ
モイストバランスジェル 
限定セット

〈パウダーパレット〉

　　　　　期間中、対象商品をお買上げで「オリジナルマスク」・
「リポソームトリートメントリキッド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。なくなり次第終了となります。

Present
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円

※1歳以上のお子様からご使用いただけます。

※写真はイメージです。

予告

◆5月31日（水）～6月5日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

●九谷の彩り 武腰潤展
●かねたや家具バーゲン〈エース〉・〈チヨダ靴店〉

ファミリーセール
カラーフォーマル
フェア

◆5月30日（火）まで
◆別館1階・特設会場 ◆5月30日（火）

　までご旅行のシーンに合わせたトラベル
アイテムやお出かけにピッタリのバッグ
やスニーカーをお買得価格でご紹介
いたします。

〈INDIVI〉のカラー
フォーマルを期間
限定でご紹介い
たします。

3階・エンジョイスペース 6

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

10%OFF

　  ウォッチメンテナンス
相談会

◆5月27日（土）・28日（日）
◆3階・時計
腕時計に関するお困りごとや相談
に、日本ロレックス認定技術者（株式
会社東急タイム）がお答えします。

期間限定割引　

※オーバーホール
10％OFFは自社
メンテナンス室で
対応可能な商品
に限ります。
※一部取り扱い
できない商品も
ございます。※雑貨は参考商品です。

※写真はイメージです。

〈内田染色〉彩匠展
◆6月6日（火）まで
   〈最終日は午後4時閉場〉
◆別館4階・ギャラリー
涼とした小紋をはじめ、美しい色合
いの染の数 を々ご用意いたしました。

出品内容
訪問着、附下、小紋、染名古屋帯、
帯揚げ、帯締め、風呂敷 他

◆承り期間：7月31日（月）まで

〈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
合せ数はなんと32億3960万8320通り！
そんなオーダーメイドランドセルが期
間限定で超早割価格でご注文いた
だけます。

先着100点限り

お1人様2点限り

お1人様5点・先着3000点限り 〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ（1個）
お1人様5点・先着2000点限り

お1人様2点・先着1000点限り

お1人様6点・先着2400点限り

お1人様2点・合わせて先着400点限り

◆5階・ハウスオブローゼ

◆
5
月
28
日（
日
）ま
で

予告

予告

④
③

①

②

〈ワコール〉
CW-Xアンダーウェア
◆2階・ワコールコーナー

各
階
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

百貨店でプレミアムな週末を。

お1人様2点・先着600点限り

2017

〒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。

5/24水川越店

北海道物産展初夏の ◆5月29日（月）まで ◆5階催場
　　　　　　　〈最終日は午後5時閉場〉
後援＝（一社）北海道貿易物産振興会・（公社）北海道観光振興機構・
（一社）千歳観光連盟・函館市・旭川市・帯広市・釧路市・札幌市・小樽市
※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。 
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ ※写真は全て盛り付け例です。

後援＝（一社）北海道貿易物産振興会・（公社）北海道観光振興機構・
（一社）千歳観光連盟・函館市・旭川市・帯広市・釧路市・札幌市・小樽市
※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。 
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ ※写真は全て盛り付け例です。

美食の宝庫・北の大地から、初夏の幸が登場！

スタミナスタミナ

スタミナスタミナ

　　　　 対象商品をお買上げの
お客様に粗品を差しあげます。
※なくなり次第終了となります。

　【白老町・
サンドグラス】
海鮮南蛮漬
（いか・ししゃも／

100g当り）

・・・・・・・・864円

　　  ①ジンギスカン天
　　  （1枚）

北海道野菜日替りお買得北海道野菜日替りお買得

北の茶屋

味噌ベースの札幌つけ麺。キリッと冷水で引き締めた特注麺
をコクがあるあつあつのスープに絡めるひやあつスタイル。 自社牧場のソーセージ・ベーコン、

十勝産素材をふんだんに使用したスパイシーな味わい。

新
登場

新
登場

　黒山味噌らーめん
チャーシュートッピング
（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,150円●麺は200g・300gから選べます。

　札幌焙煎味噌つけめん（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・918円
　牧場スープカレー（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,150円

　かみこみ豚 豚丼
（スープ付／1人前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

営業時間：午前10時30分～午後7時※ラストオーダーは午後6時30分
※最終日は午後4時終了、最終日のラストオーダーは午後3時30分

〈苫小牧産〉高糖度ミニトマト
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　450円

28 日

27 土

先着200点限り

〈富良野産〉アスパラガス
（1束）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　350円先着200点限り

〈千歳産〉トマト
（約1kg・1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円24 水 先着400点限り

試食販売会実施

茶屋初出店

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

スパイシースパイシー

初夏ならではのイートインもお見逃しなく！

初夏の旬＆スタミナグルメまだまだ
あります

実演

モバイル実演

モバイル
まるひろ川越店限定

まるひろ川越店限定

実演

実演

・・・・・・・・・・・・378円

　【赤井川村・アリスファーム】
焼きたてマフィン アスパラ＆
ソーセージ（1個） 　【鷹栖町・鷹栖町

農業振興公社】
オオカミの桃
（有塩／1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・596円

・・・・・・・・・・・・・・・596円
③アスパラ天
（1枚）

　　  ②ガリガリガーリック
　　  （1枚）・・・・・・・・・・・・・496円

　【小樽市・おたる拓洋】

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

　【藤井水産】
〈北海道産〉時しらず鮭
（3切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

　【札幌市・餃彩】
スタミナ牛合い挽き
シューマイ（6個入）
各日先着50点限り 430円

648円

【帯広市・
カウベルハウス】　

【札幌市・
らーめん黒山】　

モバイル

実演

実演

実演
実演 いちご

スイーツ

初夏のいちごをふんだんに、

彩り鮮やか
に！

北海道は今が旬。

函館で収穫された大粒の

“はこだて恋いちご"を冷凍して

そのままけずり､道産の練乳を

かけた贅沢スイーツです。

こだわりのミルクソフトに銀龍いちごの爽やかな

甘みのソース。トッピングはドゥーブルフロマージュと

新商品の「グラまあある ベリーベリー」です。

ブッセ生地と、いちごの甘酸っぱい

味わいは、絶妙にして相性抜群！

収穫されたばかりの旬のいちごを航空便で会場に直送！

いちご風味の生地に練乳入クリームといちごの酸味がマッチ！

品のある香りと甘さの絶妙なバランスが特徴です。

北海道産のいちごを

練り込みました。

いちごの持つ甘酸っぱさ

が特徴です。
旬の北海道産

いちごを使用

した手づくり

マフィン。

旬のいちごを販売旬のいちごを販売

こちらも注目！
こちらも注目！

　【千歳市・もりもと】
雪鶴 北海道いちご（1個）・・・・・・・・・・・・160円

　【小樽市・小樽洋菓子舗ルタオ】
ルタオジャージーミルクサンデー
北海道産銀龍いちごソース
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・567円

　【中札内村・花畑牧場】
生キャラメル北海道いちご
（8粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

　【赤井川村・アリスファーム】
焼きたてマフィン（①いちごミルク・
②いちご＆ルバーブ／各1個）378円

〈音更町産〉いちご（さがほのか）
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

　【池田町・お菓子の小松】
旬の十勝苺ミルク
ロールケーキ
（1本）・・・・・1,404円　【函館市・カフェアキラ】

はこだて恋いちごの
ふわふわゆきいちご
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・601円

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※産地の状況により入荷ができない場合がございます。※産地の状況により入荷ができない場合がございます。

※数に限りが
　ございます。
※数に限りが
　ございます。

新登場新登場

初出品初出品

まるひろ
川越店
限定

まるひろ
川越店
限定

まるひろ
川越店
限定

まるひろ
川越店
限定

スタミナスタミナ

スタミナスタミナ

スタミナスタミナ

UV対策特集 ヘルス＆ビュ－ティ－サマーフェア

②

①

ライス
おかわり
自由

（ホタテ／100g当り）

①

②

③

軽くやわらかな着ここちで、ウォー
キングやヨガなど毎日のスポーツ
を快適に。動きやすさ、疲れにく
さを追求した、ライトスポーツの
ためのコンディショニング・ウェア。
Present



※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。

27土28日

登録無料 旭川市観光PR

特別提供品

29 月28 日27 土26 金25 木

各日お1人様1点・先着100点限り

※
数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。

お1人様各2点・先着計250点限り

6
日
間
限
定
お
買
得
品

6
日
間
限
定
お
買
得
品

24
水

29
月

5/
27（土） 28（日）

24水

【ジョリクレール】
訳ありロールの
切り出し
（1パック）・・・・・・・・540円

【ジョリクレール】
ロールケーキの
切れ端
（1パック）・・・・・・・540円

【北海道ワイン】
おたる
小樽市内限定
（赤辛口／720㎖）
・・・・・・・・・・・・1,210円

【旭川市・男山酒造】
男山 純米生酒（720㎖）・・・・・・・・1,404円
【旭川市・高砂酒造】国士無双 本醸造
雪中貯蔵酒大雪（720㎖）・・・・・1,080円
【旭川市・合同酒精】大雪乃蔵 純米吟醸
生貯蔵原酒 涼しぼり（720㎖）1,394円

おたる北海道限定（デラウェア辛口・
ナイアガラロゼ／各720㎖）各1,188円

1階・エンジョイスペース2

【旭川市・アトリエどら猫】
オーガンジー小つばハット
（サイズ：S・M／ポリエステル）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円

【鵡川町・カネダイ
大野商店】生干し
しゃも（ＫＬサイズ・メス／
10尾・1串）・・・・・・・1,944円

【函館市・
マルヒロ太田食品】
ジャンボタラバガニ
コロッケ（1個）・・・・540円

【小樽市・なると屋】
若鶏半身揚げ
（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・981円

【札幌市・石屋製菓】
白い恋人（12枚入）
美冬（3枚入）

・・・・・・・762円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・391円

【帯広市・六花亭】
マルセイバターサンド・
霜だたみ（各5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各651円

【富良野市・富良野SHINYA】
ふらの雪どけチーズケーキ
（1ホール）

ふらのチーズケーキ（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

600円

【函館市・ペイストリースナッフルス】
チーズオムレット
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

【札幌市・北の味】
とうきびチョコ各種
（170g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・551円

●⬅【千歳市・もりもと】
ハスカップジュエリー
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・960円

チェリージュエリー
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・960円

【北斗市・大槻水産】
いかうに合え
（150g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【旭川市・南部】
チーズさきいか（180g）・
おしゃぶりするめ（100g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円

【札幌市・
札幌バルナバハム】
農家のベーコン
（300g）・・・・・・・・・・・・・1,458円

【浜中町・おおともチーズ工房】
フレッシュモッツァレラ
（100g・1パック）

チーズ工房のピザ とまと
マルゲリータ（1枚）

・・・・・648円

972円

【木古内町・
久上 工藤商店】
味付ラム肩ロース
（300g）・・・・・・・・・・・・・1,080円

【長沼町・おだしの
美味香】鮭ぶし入り
かつおふりだし
（50袋入）・・・・・・・・・・2,101円

【札幌市・自然村フーズ】
ミネラルウォーターの源
（100g・1ℓ用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

【札幌市・
サッポロビール】
サッポロクラシック
（350㎖・1缶）
（350㎖×6缶）

213円
・・・・・・・・・・・・・・・・1,277円

【小樽市・木の屋】
海の七草汁（50g）・
日高昆布ちりめん（160g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,296円

【旭川市・イワシタ】
海藻サラダ（300g）・
ミックスサラダ（130g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円

【小樽市・
小樽かね丁鍛治】
ふっくらほたて
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円

【小樽市・小樽飯櫃】
たこザンギ
（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,037円

【札幌市・佃善】
じゃが豚
（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【留萌市・田中青果】
やん衆にしんづけ
（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249円

【北見市・
北見ハッカ通商】
ハッカ油スプレー
（10㎖）・・・・・・・・・・・・・1,080円

【函館市・橋本食品】
甘口たら子
（100g当り）

いくら醤油漬
（100g当り）

・・・・・・1,059円
・・・・・・1,498円

【旭川市・三葉製菓】
北海道黒豆茶
（600g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

【帯広市・Flower. デザインBirthday】
ブールーのバラ アレンジメント
（全長35cm／キャスケードタイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

【札幌市・furu＊furu】
刺繍ハンドバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

【小樽市・Studio Jｰ45】
風鈴
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円から

【千歳市・北海道純馬油本舗】
オイルケア潤馬（うるうま）
シャンプー・コンディショナー
（各400㎖）・・・・・・・・・・・各2,376円

【旭川市・工房蝦夷】
寄木ミニ椅子（直径30×
高さ25.5cm）
※寄木の材質は1点ずつ異なります。

・・・・・15,660円

【札幌市・キッチン
アクティブ】坊ちゃん
かぼちゃのグラタン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

【札幌市・札幌養蜂園】
国産純粋蜂蜜 北海道の
花蜜（600g）
果実と蜂蜜だけのジャム
（ハスカップ／230g）

・・・・4,644円

1,728円

【札幌市・マルダイ水産】
ボイル毛がに（100g当り）
ボイルたらばがに（100g当り）

972円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

【五島軒】アップル
カスタードパイ 
ハーフ（1個）702円

【ベイクドアルル】
贅沢レアチーズケーキ
5種のベリー（280ｇ）

1,080円

北の日替りスイーツ

※数に限りがございます。 ※数に限りが
ございます。

先着30点限り

【キッチン
アクティブ】
スタッフドポテト
（4個入）

・・・・・・・・・・・・・1,000円

【自然村フーズ】
朝のがごめ
（90ｇ×2）
先着10点限り

・・・・・・・・・・・・・1,000円
1,980円【藤井】東川産ゆめぴりか（5ｋｇ）
・・・・・・599円【松田商店】大納言小豆（500ｇ）

【山下食品】
三升漬
（100ｇ）
先着60点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円

連
日
大
特
価
！
北
海
道
の
日
替
り
提
供
品

【マルヒロ太田食品】
まるごとコロッケと
メンチカツセット（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着50点限り

北海道産国産牛（交雑種）
ヒレステーキ用（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着10kg限り

【海のや】かむい弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着50点限り

【やきにくれすとらん沙蘭】
ミニステーキ重（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着100点限り

【梶原昆布店】天然がごめ
とろろ昆布（根昆布入／70g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 540円先着50点限り

【おたる拓洋】
スパイスじゃがバター
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・296円先着80点限り

【松田商店】
大正金時・大粒光黒大豆
（各500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各599円

【松田商店】大粒ツルムスメ
大豆（500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【カネダイ大野商店】生干
ししゃも（オス10尾・メス10尾セット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,501円先着40点限り

【梶原昆布店】おさしみ昆布
（5枚入）・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着50点限り

【梶原昆布店】函館産
だし用根昆布（300g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着50点限り

【藤井水産】
〈北海道産〉紅鮭スモーク
（切り落し／約150g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着100点限り

【餃彩】餃子・シューマイ
詰合せ（18個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,296円先着50点限り

【おだしの美味香】鮭ぶし入り 
かつおふりだし（減塩タイプ／
7袋入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 540円先着20点限り

【おおとも牧場】
ドリンクヨーグルト（500㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 486円先着100点限り

【花畑牧場】十勝カタラーナ
（260g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 700円先着30点限り

【大槻水産】
真いか塩辛（300ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円先着50点限り

【木の屋】
切り干し大根（50ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 432円先着50点限り

【小樽かね丁鍛治】
ふっくらほたて（100ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 880円先着30点限り

【松田商店】普通小豆（500ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 1,080円
【藤井水産】〈北海道産〉時しらず鮭
（半身／カット済み） 先着100点限り

【札幌養蜂園】生ローヤルゼリー入り蜂蜜
（600ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3,980円先着30点限り

【札幌バルナバハム】あらびきチューリンガー
（150ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　500円先着30点限り

【橋本食品】いか塩辛（300ｇ） 1,080円先着30点限り

24 水

25木

24水

26金
27土
28日

【坂口製粉】パンに
塗るきな粉（135g）・
【よつ葉乳業】
スキムミルク（200g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円

【梶原昆布店】
とろろ昆布
（150g）・・・・・・・・648円

【占冠村振興公社】
北海道産乾燥
しいたけ大
（130g）・・・・・・・・599円

【北海大和】北海道
スープ各種
（3袋入・1箱）・・180円

・・・・・・・・・・・ 499円よりどり3点

【藤原製麺】北海道
ラーメン各種
（1袋）・・・・・・・・・・・・108円

・・・・・・・・・・・ 300円よりどり3点

【南富良野町
振興公社】
バタじゃが
（5玉入）・・・・・・590円

【布目】
瓶珍味各種
（各1個）・・・・・・350円

【お食事処
多聞天】
海鮮ミニ
ちらし（1折）
1,000円

【お食事処
多聞天】海鮮
三色弁当
（1折）1,620円

【海のや】
サーモンと
牡丹海老の
海鮮弁当
（1折）1,500円

【やきにく
れすとらん沙蘭】
道産牛サーロイン・
ヒレ弁当
（1折）1,512円
【厚岸駅前
氏家待合所】
海鮮たらば蟹
ホタテかきめし
（1折）1,500円

【福山醸造】
北海道みそ（赤粒・
白粒／各1kg）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【お食事処
多聞天】
かに弁当
（1折）

・・・・・・・・1,000円

【山下食品】
重ね巻き（サーモン・
にしん／各1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・590円

【三葉製菓】
ジャンボかりんとう
（黒糖・蜂蜜／
各410g）・・・・・・400円

【ほそかわ】
甘納豆（金時・小豆・
福白金時／各180g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

【藤井水産】
〈北海道産〉
づけサーモン
（200g）1,080円

【函館市】函館牛乳バター飴

【釧路市】とろろ昆布

【旭川市】北海道ラーメン旭川醤油

【函館市】函館牛乳バター飴

●各日正午12時から

税込1,000円以上でスタンプを1つ押します。3店舗で
お買上げいただきスタンプが３つ溜まりましたら、
素敵なプレゼントが当たる抽選会にご参加いただけます。
※5月29日（月）はWスタンプ
（1,000円以上で2スタンプ）

北海道の名産品がその場で当たる
ガラポン抽選会

ご来場記念特産品プレゼント

携帯で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。
　　　    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！

 あさっぴー来場！！
正午12時から

モバイル

 記念
プレゼント

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・650円

【函館市・函館カネニ】
シマホッケ・宗八カレイ・サバ
（各1枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

・・・・・・・・・・・540円

【函館市・梶原昆布店】
天然がごめおぼろ昆布
（40g）

天然がごめとろろ昆布
（根昆布入り／50g）

モバイル

函館朝市よりお届けします。

函館朝市の
元気一番店です。
昭和33年創業の
函館朝市で有名な
函館カネニが今回も
人気の商品を多数
取り揃えました。

会場でしか味わえない
職人技の味です。
おぼろ昆布は
職人ががごめ
昆布を丁寧に
手すきで丹念に
削り上げます。

モバイル

モバイル

モバイル

実演 実演

実演

この時期だけの限定酒が到着

※写真はイメージです。

モバイル モバイル

モバイル モバイル モバイル

【旭川市・山下食品】
煮豆各種
（260g・1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円よりどり3袋

各日先着50点限り 【藤井水産】
〈北海道産〉
時しらず鮭西京
味噌漬切り落し
（500g）1,080円

各日先着50点限り

【はこだてわいん】
無添加ワイン
各種（720㎖）

2,160円よりどり3本

先着50点限り 先着50点限り

【梶原昆布店】
日高カット昆布
（250g）

・・・・・・・・・・1,080円

先着200点限り

【函館カネニ】
シマホッケ・サバ・
宗八カレイ・丸干し
数の子にしん（1折）
・・・・・・1,080円よりどり
3枚

◆5月28日（日）まで ◆各日午後4時からの販売　　　　　　　　26金限り

モバイル

モバイル

実演

実演

実演

実演

モバイル実演

 ショコラキュイ
（15枚入）・・・・・・・・・・・・875円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

 ポテチクランチ
チョコレート［抹茶］
（180ｇ・個包装込み）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

 ポップコーン
チョコレート
［キャラメル］（130ｇ）

 生チョコレート
［ダージリン］（20粒入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

北海道
物産展

初夏の

◆5月29日（月）まで ◆5階催場
　　　　　　　〈最終日は午後5時閉場〉

北の旨さたっぷりの弁当。
会場内で  出来立て  を
召し上がれ！

士幌黒牛
イチボ

道産牛
ヒレ

士幌黒牛
ランプ

限定弁当
贅沢気分を味わえるお弁当をお値打ち価格で。

北海道産素材をふんだんに使用し、手作りで
焼き上げたバウムクーヘン専門店です。

北海道を
代表　する
人気スイーツ
大集合！

新
登場

【札幌市・ロイズ】

数量
限定品

数量
限定

初出品 特
別
企
画

初出品季節限定季節限定品

期間中、ロイズ商品を
1会計2,000円（税込）以上
お買上げのお客様
各日先着100名様に
ナッティバーチョコレート
[3本入]を1袋プレゼント！

ナッティバー
チョコレート
リニューアル
キャンペーン

後援＝（一社）北海道貿易物産振興会・
（公社）北海道観光振興機構・（一社）千歳観光連盟・函館市・旭川市・帯広市・
釧路市・札幌市・小樽市 ※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。 
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ ※写真は全て盛り付け例です。

後援＝（一社）北海道貿易物産振興会・
（公社）北海道観光振興機構・（一社）千歳観光連盟・函館市・旭川市・帯広市・
釧路市・札幌市・小樽市 ※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。 
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ ※写真は全て盛り付け例です。

各日先着30点限り

【海のや】
みさき弁当
（1折）

1,000円 各日先着30点限り

【やきにく
れすとらん
沙蘭】
沙蘭牛丼
（1折）

1,000円 各日先着20点限り

【厚岸駅前
氏家待合所】
海鮮たらば蟹
かきめし（1折）
1,000円 各日先着30点限り 先着50点限り

先着50点限り

先着50点限り

先着30点限り

●⬅【積丹町・海のや】
海のや弁当（1折）・・・1,728円

●⬅【小樽市・
小樽洋菓子舗ルタオ】
宇治抹茶ドゥーブル
（4号・1ホール）・・・・・・・1,728円

●➡【富良野市・ハウス フォン フラウ 
クロサワ】①メロンバウムクーヘン・
②パンプキンバウムクーヘン（各1個）各1,728円
③クリスピーバウムクーヘン（1個）・・・・・2,160円

●⬆【厚岸町・
厚岸駅前氏家待合所】
氏家かきめし
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

●⬅【森町・いかめし阿部商店】
いかめし（1折）・・・・・・・・・・・・・・・650円

●➡【札幌市・お食事処多聞天】
特製多聞御殿弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

うにいくら弁当（1折）

・・・・・・・・・1,500円

●➡【函館市・やきにくれすとらん沙蘭】
士幌黒牛イチボ・ランプ 道産牛
ヒレ食べ比べ弁当（1折）1,998円

※写真はイメージです。
※数に限りがございます。

初出品

初出品

各日先着20点限り

特別限定品
ほたていかめし
（1折）

・・・・・・・・・・・・・ 680円各日先着
20点限り

【もりもと】
お楽しみ
袋（1袋）

・・・980円

北海道ラーメン旭川醤油
を差しあげます。

お1人様1点・先着100名様に

③

②

①

5/24水限り 特別提供品

先着80点限り

どさんこコーナー
北海道の名産品を
集めました。


