
6/21水

まるひろ各店共同企画
特別号

飯能店
  　 042（973）1111（代表）

川越店
  　 049（224）1111（大代表）   　 0493（23）1111（代表）

　 04（2963）1111（代表）  　 048（777）1111（代表）   　 049（288）0001（代表）
入間店

東松山店

上尾店 坂戸店

2017
営業時間：午前10時～午後7時営業時間：午前10時～午後7時

営業時間：午前10時～午後7時30分

営業時間：午前10時～午後7時

営業時間：午前10時～午後7時30分 営業
時間

1階＝午前10時～午後7時30分
2・3階＝午前10時～午後7時
http://www.maruhiro.co.jp

　まるひろ
ホーム
ページは、
こちらから

※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。

食料品 ポイントフェア

川越店・飯能店・東松山店・入間店・上尾店・坂戸店　まるひろ各店共同企画川越店・飯能店・東松山店・入間店・上尾店・坂戸店　まるひろ各店共同企画

夏の
まるひろ
全館 大感謝祭

まるひろ各店共同企画
特別号

3939Sale SaleSale感謝の気持ちのお買得価格！サンキューセール こだわりのこの品が、今ならチャンスの、このお値段！各階お買得
390円均一390円均一 1,390円均一1,390円均一 3,900円均一3,900円均一

【婦人雑貨】

【婦人雑貨】

各店100点限り

各店100点限り

　婦人UV手袋各種
（50・70・90cm）

【婦人靴下】

　婦人さらさらレギンス各種
（7・10分丈）

【紳士靴下】各店100点限り
　紳士綿混靴下2足組各種

【食器】

川越店：100点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店50点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店20点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店20点限り

川越店：100点限り／
飯能店・東松山店・入間店・坂戸店：
各店30点限り／上尾店：50点限り

川越店：100点限り／
飯能店・東松山店・入間店・上尾店・
坂戸店：各店50点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店20点限り

川越店：40点限り／
飯能店・東松山店・上尾店・
坂戸店：各店20点限り

川越店：15点限り／
飯能店・東松山店・入間店・
上尾店・坂戸店：各店10点限り

川越店：15点限り／
飯能店・東松山店・坂戸店：5点限り／
入間店・上尾店：8点限り

川越店：30点限り／
飯能店・東松山店・入間店・上尾店・
坂戸店：各店10点限り

　飯碗・湯呑各種

　婦人帽子各種

【ウィークエンドスタイル】

　婦人カットアンドソーン各種

【子供服】

　ガールズワンピース
各種（110～160㎝）

【婦人雑貨】

　婦人雨傘各種

【紳士雑貨】各店30点限り
　紳士長傘各種

【食器】

　染付幾何紋
ペアカレー鉢（産地：美濃）

【ハンドバッグ】
各店30点限り

　婦人
カジュアルバッグ各種

【ウィークエンドスタイル】

　カジュアルワンピース
各種（M・L）

【寝具】

　ウォッシャブル
パイプ入枕・ピロパッド
セット（側地・詰物：ポリエス
テル100%／約63×43㎝）

【スタイリッシュガーデン】

　ワンピース各種（9・11号）

【ベビー用品】

【婦人靴】

〈赤ちゃんの城〉ボディー
オール各種

【カジュアルパーツ】
各店20点限り

　紳士カジュアル洋品
3点セット（半袖シャツ・
半袖ポロシャツ・半袖Tシャツ／
各1枚）

【寝具】

　冷感パッドシーツ
（100×205㎝／表：レーヨン61%・
ポリエチレン39%、
裏：ポリエステル100%、
詰物：ポリエステル100%／0.12㎏）

●6月27日（火）まで　●各店・各階にて開催

まるひろMクラブカード会員様 ※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。 

6/21□水限り

21
水

22
木

23
金

青果99円均一99円均一

・〈群馬県赤城高原産〉
産地直送高原レタス（1個）
お1人様2点・先着300点限り

お1人様5点・先着300点限り

・〈佐賀県産他〉たまねぎ（2個）
お1人様6点・先着300点限り

・〈新潟県産〉まいたけ（1パック）
お1人様2点・先着300点限り

・〈埼玉県産〉きゅうり（2本）
お1人様4本・先着1000本限り

お1人様2点・先着100点限り

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

ネスカフェ ゴールドブレンド（90ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　499円お1人様2点限り

　明治屋　
果実実感ジャム
（イチゴ・ブルー

ベリー・マーマレード／
各340ｇ）・・・299円

・・・599円

プリマハム 香薫あらびき
ウインナー（90g×2）299円

49円

　明治　おいしい牛乳
（1000㎖）

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

　 〈鹿児島県産他〉
国産かぼちゃ（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

〈フロリダ産〉
グレープフルーツ（ルビー）
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219円

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ
（4個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

お1人様2点・先着200点限り

〈埼玉県川越市産〉
産地直送えだまめ（1袋）

299円

お1人様2点・先着50点限り

〈鳥取県産他〉
すいか（1/8カット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

ピックルス 浅漬胡瓜
（2本＋1本増量）・・・・・・・・・・179円
ヤスダ バラエティセット
（500㎖×4本）・・・・・・・1,080円

はごろも シーチキン
（Lフレーク・マイルド／各70g×

4缶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

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

　国産若鶏もも唐揚げ用
（100g当り）

　〈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100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

　〈茨城県産〉青肉メロン
（1個）

お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

〈熊本県産〉グミニー
ミニトマト（約200g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

24
土

【デリカ味彩】南部どり
唐揚げ（100g当り）・・・199円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円

国産牛（交雑種）牛もも
焼肉用（100g当り）・・・499円
マルちゃん 焼そば（150g×3）・
焼そばバーベキュー味
（145g×3）

　産地精米 新潟県産
コシヒカリしらゆき米（5kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・各139円
丸広 枝豆寄せ豆腐（250g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159円

25
日

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

　本まぐろ入刺身盛合せ
（6点盛）

国産豚ロース生姜焼用
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・199円

キッコーマン 特選丸大豆
しょうゆ・減塩しょうゆ（各1ℓ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円
お1人様1ケース（6点）限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　300円よりどり2点

・・・・・・・・・・・・・・・300円
よりどり2点

・・・・・・・・・・・399円
　ロックフォール ミックス
チーズ（300g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円

　〈ニュージーランド産〉
ゼスプリキウィフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99円

　国産銘柄豚
（※指定銘柄に限る）
店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

食料品
※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。

◆各店
＝食料品6/21水 25日 セルフマート　ベストセレクション

　味の素
オリーブオイル
エクストラ
バージン
（600ｇ）

　雪印メグミルク
ナチュレ恵
（プレーン・脂肪０／

各400g）・・129円

・・・・・・・・・・・各148円

　マルちゃん
冷し生ラーメン・
冷し生ラーメン
ごまだれ
（各110g×3）

・・・・・・・・・・・各189円

　亀田製菓
亀田の柿の種・
わさび・梅しそ
（各6袋入）

・・・・・・・・・・・各299円

　井村屋
水ようかん各種・
葛まんじゅう
（各5個入・1袋）

　（兵庫）白鶴
サケパック まる
（2,000㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・880円

・・・・・・・・・・・・・・・980円

　（茨城）
明利酒類
偕楽園
梅酒パック
（1,440㎖）

紀文 竹笛（4本）・
マリーン（12本）
・・・・・・・・・・・・各159円

　ホクガン
もずく酢醤油・
もずくシーク
ワーサー味
（各40g×3）・

コク深めポーション（甘さひかえめ・
無糖／各8P）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各159円

　ネスカフェ
ゴールドブレンド
スティック（10P）・
コク深ダーク
（9P）・
コク深ミルク
（9P）・

・・・・2,160円
有名メーカーベビーカー
各種・・・・・27,000円から

【スタイリッシュガーデン】

婦人ブラウス各種
（麻100%／M・L）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

婦人カジュアルシューズ各種

有名ブランド
サマーシューズ
バーゲン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

【婦人雑貨】

婦人雨傘各種

レインアイテム
バーゲン

2,160円

各店50点限り

レインコート各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

【家庭用品】

［一例として］ 
キャベツスライサー

キッチンツール
バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,026円

【カジュアルパーツ】【紳士ナイティ】

紳士半袖Tシャツ各種

紳士Tシャツ
バーゲン

2,160円

有名ブランド
紳士ナイティ各種

紳士ナイティ
バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円から

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※入間店ではお取扱いしておりません。
※入間店は【ギフトプラザ】にて
　お取扱いしております。

※写真は一例です。

※写真は
一例です。

※写真は
一例です。

※写真は
一例です。

※写真は
一例です。

※写真は
一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※入間店ではお取扱いしておりません。 【家庭用品】

IHデュオ片手鍋
（18㎝）

国産鍋バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・4,644円
IHデュオ両手鍋
（20㎝）・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

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

◆6/21（水）～27（火） ◆食料品

◆6/21（水）～25（日） ◆青果売場

◆6/21（水）～25（日） ◆鮮魚売場

◆6/21（水）～25（日） 
手造りソースが豆
腐のうまみを引き
立てます。化学調
味料無添加。

・・299円

聘珍樓
麻婆豆腐の素
（110g）

大阪泉州の風土が育んだ水茄子を
沖縄産の塩と北海道利尻昆布で
漬け込みました。

・・・・499円

あかしや
泉州
水茄子ぬか漬
（1個）

・・・1,500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円

〈山形県産〉佐藤錦
（約500g入・1パック）

〈千葉県産他〉真いわし
（100g当り）

おすすめフルーツ

おすすめ鮮魚

・・・・・・・・・・・・・・・全品3割引

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引 ※川越店ではお取り扱いしておりません。 ※川越店ではお取り扱いしておりません。

※入間店は別途商品をご用意いた
　します。

【デリカ味彩】
完熟トマトカレーコロッケ
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円

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21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」

食料品セルフレジにてレジ
袋をご辞退いただくと2円
引きとさせていただいてお
ります。

食料品レジ袋削減に
ご協力ください。

当選の発表は当選のご案内状のご送付を
もってかえさせていただきます。

■応募期間：6月27日（火）まで（営業時間中）

期間中、対象売場にて1会計で1スタンプ、3スタンプ集まりましたら、
夏に快適なクール寝具が当たる抽選会にご応募いただけます。
※対象除外売場がございます。
　詳しくは応募用紙をご覧くださいませ。

「ひんやりパッドシーツ」が         　　　　に当たる！全店合計300名様

■応募受付：
●川越店 1階・西口特設コーナー／東口特設コーナー　●飯能店 1階＝正面入口
●東松山店 1階＝東口（立体駐車場側）入口／各階集合レジ　●入間店 3階＝サービスカウンター／
　地階＝食料品・クリーニング側入口　●上尾店 2階＝上りエスカレーター前
●坂戸店 1階＝上りエスカレーター前 ●日高店 1階＝北入口 ●南浦和店 1階＝正面レ・フルール側入口

60歳以上で
Mクラブカード
をお持ちの方。
※今年60歳に
なられる方も
対象です。

登録は
無料
です。

ポイント
0.5
サークル
ポイント

+ =

基本
ポイント

ポイント
1 1.5

ポイント

合計で合計で

サークル
食品売場でお買上げ100円（税別）で
基本ポイントに対してプラス0.5ポイント
付与されます。

例）食料品100円（税別）で1.5ポイント
     差しあげます。

※新たにご入会されるお客様への食品プラスポイントは入会手続き後８日より適用となります。
※詳しくは、各店 友の会カウンター・
　サービスカウンターまで。

登録受付中！

このカードが
対象です。

▲

（100×205cm）

お1人様5点・先着200点限り

お1人様2点・先着300点限り

お1人様2点・先着200点限り

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示生活応援プライス 日 替 り 特 価

リーダース
カード

まるひろ
スターカード

チェリーカード

ますますおトクに！便利になりました！

※クレジットご請求時の割引となります。
※一部対象外となる店舗・商品がございます。

まるひろ
クラブカードで、

アトレマルヒロ での
クレジットショッピング
ご利用でいつでも
５％OFF
となります。

まるひろ
クラブカード

アトレ
クラブカード

※一部対象外となる店舗がございます。
※お支払い100円未満の端数は切り捨てと
なります。 ※ポイント利用分での精算は、
ポイント付与の対象外となります。

アトレ クラブ
カードで、まるひろ各店 
でのお買上げ本体価格
100円(税別)ごとに
１ポイントを
付与します。

婦人ブラウス
バーゲン

夏の出産準備
バーゲン



04（2963）1111（代表）
営業時間＝午前10時～午後7時30分

入 間 店

入間店は、
8月21日（月）まで

休まず営業いたします。

※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。

まるひろMクラブカード会員様

食料品 ポイントフェア
※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。 

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21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」

6/21□水限り

裂織（さきおり）や、
紬（つむぎ）などの
新作をはじめ、
こだわりの
和布による
創作服を
取り揃えました。

清涼感あるトップピース。
涼やかでありながらボリューム
アップを演出します。

健康で美しく過ごすための
重要な「睡眠」を切り口に、
寝る時の習慣やパジャマの
選び方など、快眠の為の
過ごし方をお教えいたします。

ご不要のウィッグをお持ち
いただくとウィッグ購入時、
最大21,600円お得に！

名店の選び抜いた逸品は、
大切な方へ贈るお中元にもおすすめです。

三宅かず美
和布創作服展

◆6月21日（水）～27日（火）
〈最終日は午後4時閉場〉

◆1階＝エンジョイスペース

〈フォンテーヌ〉
新商品ウィッグフェア
◆6月21日（水）～27日（火）
◆1階＝フォンテーヌクチュール

婦人麻ブラウス
（麻100％／日本製）

・・・・・・・・・61,560円

VE131・・・129,600円

【船橋屋】
あんみつ
（1個）・・・・・・・・432円

【ブルーアンバー
ナカムラ】
赤珊瑚ペンダント
（チェーン付／42cm）

・・・・・・・・・・・・・42,120円
赤珊瑚イヤリング
・・・・・・・・・・・・・18,360円
インドサファイア
ネックレス（エメラルド・ブルーサファイア・
ホワイトサファイア・ルビー／50cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・81,648円セミナーにご参加いただいた

お客様各回先着20名様に、
素敵なプレゼントをご用意しております。

Present

　　　　　本誌をお持ちいただいたお客様に素敵な
プレゼントを差しあげます。
Present

　　　　　　ヴェーダヴィ製品をお買上げのお客様に
「モザイク・ボール」「保冷温トート」のいずれかを差しあげます。
※数に限りがございます。

Present

〈ワコール〉
美と健康セミナー

◆6月22日（木）
①午前11時から ②午後2時から
（各回20分程度）
◆2階＝ワコールコーナー
●講師：赤松 みゆき氏

惣菜おすすめ品◆6月21日（水）～25日（日）
◆地階＝食料品

スイーツフェア
◆6月21日（水）～25日（日）

◆地階＝食料品

◆6月21日（水）～27日（火） ◆各階にて開催

銘店特選市
◆6月21日（水）～25日（日）

◆地階＝食料品

名店お楽しみ袋

◆6月21日（水）から
◆地階＝名店

匠の手仕事展
◆6月21日（水）～26日（月）〈最終日午後4時閉場〉

◆6階＝レストラン街特設会場

※インナーは参考商品です。

■その他出品店舗
【工房 和】【オケクラフト髪切虫】【エフ・リット】

21水

先着24点限り

【船橋屋】
くず餅
（24切入・1箱）・・・・・・・・760円

先着50点限り

【鎌倉小川軒】
レーズンウィッチ
（10個入）・・・・・・・・・・1,260円

23金

先着20点限り

【なごみの米屋】
ぴーなっつ最中
（8個入）・・・・・・・・・・・・1,080円

先着30点限り

【スローベリィ】
ふわとろブッセ各種
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281円

【アンデルセン】
瀬戸内レモンのデニッシュ
ペストリー（1個）・・・260円

【フロ プレステージュ】
ローストポークと有機
ほうれん草のサラダ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・422円

【和幸】特ロースかつ
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475円
特ロースかつ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

【崎陽軒】
真空パックシウマイ
（15個・1箱）・・・・・・・・・620円

【北京飯店】
中華惣菜3点盛り合せ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・538円

【京樽】
鰻ちらしと惣菜
（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・692円

【たごさく】
梅ちりめんおこわ
（1人前・200g）・・・・・・486円

【麻布あさひ】
つくね串
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130円

【サイボクハム】
ゴールデンポーク冷凍
餃子（2パック）・・・・999円

25日

先着70点限り

【香雲堂本店】
古印最中
（7個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

【山本山】
海苔詰合せ（NH－4／
4缶・1箱）・・・・・・・・・・・2,160円

【中央軒煎餅】
お楽しみ袋
（15袋入）・・・・・・・・1,080円

【菓匠 清閑院】
吉野本葛 葛水ようかん
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

【本髙砂屋】
パスパーラ果汁ゼリー
（9個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【龜屋】
白桃ゼリー
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・303円

【東京凮月堂】
フルーツくずきり
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・2,160円

【モロゾフ】神戸からの
便りアイスバー各種
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162円

【フロ プレステージュ】
アンデスメロンの
カマンベールチーズ
ケーキ（1ホール）1,988円

【文明堂】
あんずカステラ
（5切入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・675円

【ヨックモック】
キャトルジュレップ
（4種・5個入）・・・・・2,160円

先着50点限り

【右門】
いも恋
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・901円

22木

先着50点限り

【音羽堂】
加賀紫雲石
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

先着30点限り

【浅草舟和】
芋ようかん あんこ玉
詰合わせ（芋ようかん3本、
あんこ玉6個）・・・・・・・・・907円

24土

先着30点限り

【浅草舟和】
芋ようかん
（5本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

先着30点限り

※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。

※なくなり次第終了となります。

日 替 り

【山本海苔】
先着30点限り

先着40点限り

【にんべん】
先着30点限り

【モロゾフ】
先着30点限り

【野村佃煮】
先着48点限り

【志ま秀】
先着30点限り

【葵の倉】
先着30点限り

1,080円
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） 
●スターカード 
 （リーダース・
 チェリーカード） 

交換期間 6/22 6/25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木まで

2017年

●3階=Mクラブカウンター（営業時間中）

対象カード

まるひろMクラブカード会員様彩の国から夏の贈り物 2017 まるひろのお中元
埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

◆7月24日（月）まで
◆7階催場〈最終日は午後4時閉場〉 Kobatonお中元ギフトセンター好評開設中！

期間中、LINEをご登録のうえ、
お中元ギフトセンターでご購入いただくと
全国送料無料ギフト        が10％OFF!

        期間中、このマークのついた
        お品物は、まるひろ友の会会員様・
Mクラブカード会員様のみ本体価格より
10％割引でご利用いただけます。

　　　　　　　　にこれからご登録いただくと、
同様のサービスを受けることができます。

早期お買上げで10％OFF ◆6月30日（金）までお買上げ特典 ◆6月30日（金）まで

乗り換えキャンペーン ◆7月24日（月）まで

の皆様 さくら草ギフトのご案内

このアイコンが
目印です。▶

※他の割引サービスとの併用は出来ません。

※ご優待時はポイントサービスの対象外とさせて
いただきます。

まだ登録が
お済みで
ない方は
こちらから まるひろMクラブカード

（現金専用）
まるひろMクラブカード
（現金・クレジット併用）

まるひろ
友の会会員証

ギフトセンターではピンクのカードが目印です。▶

期間中、2017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「1,000円
のお買物券」をプレゼントいたします。

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、
合計先着5,000名様
（お中元ギフトセンター開設店舗配布合計）に
「オリジナルトートバッグ」をプレゼントいたします。

21,000枚全店
合計

限定発行！

「夏の天体観測会」参加者募集
★開催日：7月8日（土） 午後6時集合～午後8時30分頃まで
★会場：7階＝屋上
★参加受付場所：3階＝サービスカウンター
★募集期間：7月4日（火）まで（定員になり次第受付終了）

望遠鏡手作り体験
募集人員：25組50名様  参加費：子供500円

ワークショップにご参加いただき、閉店後に屋上にて天体望遠鏡による
観測会を開催いたします。

※詳細内容につきましては、
まるひろホームページ、http://www.maruhiro.co.jp/
をご覧いただくか、お電話にてお問合せください。
☎ 04-2963-1111（代表）

※１組につき1個ご用意しております。

※天候不順時はバーチャル天体観測の体験会となります。

ワークショップ内容

こだわりのこの品が、
今ならチャンスの、このお値段！各階お買得

婦人雑貨バーゲン

【1階＝婦人雑貨】

UV手袋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
晴雨兼用傘ミニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
帽子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

雨傘（65cm／グラスファイバー傘骨使用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

折りたたみ傘（60cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
レインウィア（防水加工）・・・・・・・・・・15,876円

レイングッズバーゲン

【3階＝紳士服】

い草バーゲン

カットアンドソーン
バーゲン

【3階＝インテリア】

い草座布団
（表：
国産い草100％、
中わた：
ポリエステル
100％／約55×55cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2,700円

婦人カットアンドソーン各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

【2階＝フォーマル】

アンサンブル
（ジャケット：ポリエステル100％、
ワンピース：ポリエステル100％）・・・21,600円

【2階＝婦人服】

SaleSale
◆1・2階にて開催

婦人帽子
（麻100％／日本製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円

【1階＝婦人雑貨】

□近江の麻を使用しました。
これからの季節にぴったりです。
↑

〈23区〉婦人カーディガン
（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
【1階＝23区】【2階＝婦人服】

□ひらりと優雅な前立てのシルエットが女性らしい
表情をみせるカーディガンです。
↑

化粧水
ホワイトニング
ローション
（120㎖）・・・・2,052円

ヴェーダヴィ 
マヌカハニー
（各250g）

・・・・4,104円～
10,800円

乳液
ホワイトニング
ミルキーローション
（100㎖）・・・2,052円
ジェル状美容液
ホワイトニング
エッセンス
（30㎖）・・・・・・2,700円

目覚める透明感、あふれる輝き。
秘密は、美白×エイジングケア。

多角的アプローチで、大人の肌を美しく。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※写真は一例です。

10点限り

寝ござ（国産い草100％／約95×190cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5,400円10点限り

Summer Cosmetic Fair 夏のコスメティックフェア
カラダの外と内から輝く夏のエイジングケア。

ジャストシーズン セレクション

◆6月21日（水）～27日（火） ◆1階＝化粧品

※詳しくは売場係員にお尋ねください。

※詳しくは売場係員にお尋ねください。

夏のフォーマル
バーゲン

日本製をはじめ上質なブラックフォーマルを、
お買得価格にて取り揃えました。

実演販売

参加
無料

下取りキャンペーン
実施中

6/23●
ファミリーブランドセール
スタート　　　　　　　 

金

〈資生堂〉 〈ちふれ化粧品〉
毎日の健康維持に。高品質・高活性力はちみつ。
〈パウダーパレットでは〉MG100+からMG550+まで
全3種類ご用意しております。　

〈パウダーパレット〉

地階＝特設コーナー

数量限定

◆1階＝ファミリーブランド ※一部除外品がございます。

Present 期間中、対象商品をお買上げのお客様に
レナウンポイントカードＷポイント差しあげます。

参加ブランド

JUST SEASON Fair

◆6月21日（水）～27日（火）


