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8/16 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）

※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。

誠に勝手ながら8月22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。

30日（水）●川越店　8月の店休日のご案内
※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。

まるひろMクラブカードは
セール品でも「100円（税抜）
のお買物で1ポイント」

99円99円
均一均一

食品日替り特価生活応援プライス
まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示8/16水 20日 ◆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。

お1人様6本・先着900本限り

先着200点限り

・〈岩手県産他〉きゅうり
  （3本）

・和歌山産業 ジュレココ
シリーズ（各150g）

・森永 マウントレーニア
シリーズ（各240㎖）

・くらまき ふわふわ豆腐
（230g）

・永谷園 一杯でしじみ
70個分のちから（3袋入）
・永谷園 松茸の味
お吸いもの（4袋入）
・はごろも サラスパ・
サラマカ（各160g）

・ミツカン 穀物酢（500㎖）

お1人様2点・先着200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

・〈群馬県赤城高原産〉
（産地直送）小松菜（1袋）

お1人様2点・先着300点限り

・〈高知県産〉みょうが
  （1パック）

お1人様2点・先着300点限り

・〈青森県産他〉トマト
  （1個）

・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【東信水産】干物セット（あじ・さんま・
干かれい・さば／各2枚入）

・・・・・・・・・・・・・・・・500円
【丸広ミート】国産牛（交雑種）
もも切り落し肉（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　499円
〈佐賀県産〉ハウスみかん（1パック）

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　99円
〈群馬県赤城高原産〉（産地直送）とうもろこし
（1本） お1人様2点・先着300点限り

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
【東信水産】〈アメリカ・ロシア産他〉
紅鮭切身（甘口／3切）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円
【丸広ミート】岩手県産南部どりもも肉
（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　499円
〈茨城県産他〉幸水梨（2個入・1パック）

お1人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　99円
〈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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円
堀商店 岩船産コシヒカリ
（5kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　499円
〈秋田県産他〉カットすいか（1/6カット）

【丸広ミート】牛・豚焼肉用
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

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

全品2割引

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引

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

【丸広ミート】
埼玉県産彩の国
黒豚・群馬県産氷室豚
店頭表示価格（税抜）よりレジにて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全品2割引

各日お1人様2点・先着50点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　49円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499円

〈北海道産〉かぼちゃ（100g）

〈ニュージーランド産〉
ゴールドキウィフルーツ
（4個）

先着100点限り

お1人様計2点限り お1人様2点限り

【東信水産】〈太平洋産他〉
まぐろ切り落し
（140g・1パック）

499円

【塩干コーナー】
〈ロシア産他〉
生食用たらこ（大／
1本羽・1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各499円

ネスカフェ ゴールド
ブレンド・コク深め（各90g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円

金笛 胡麻
ドレッシング（390㎖）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円
先着100点限り

【東信寿司】
お買得握り寿司セット
（10貫・1折）
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◆8月18日（金）まで
〈最終日は午後4時閉場〉 ◆5階催場
※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。 

先着100点限り

先着400点限り

〈にんべん〉本枯鰹節物語
（2.5g×30袋）1,080円

〈山本海苔店〉
焼海苔・味附海苔（8切・
5枚入・22袋）各1,080円

〈伊藤園〉伊藤園煎茶
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・540円

〈柿安〉レトルトカレー
（牛タン・豚角煮・牛すじ／200g）

あごスープ（45g）

おかず
いりこ（200g）

炭火焼あご
だしの素（18個入）

・・・・・・　　　　　　1,381円

・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

1,000円
函館がごめとろろ（35g）398円
いかめし（2尾入）

焼鮭荒ほぐし（180g）

・・・・・・・・・・・・・498円
・・・・・432円

・・・・・・・・・・・1,080円

〈銀座新之助貝新〉お楽しみ袋
（佃煮4点入）1,080円

〈山本山〉全型焼海苔
（24枚入）・・・・・・1,296円

※写真は
イメージです。

※表示価格は割引後の価格です。

※写真は
イメージ
です。

実演

特別数量限定品

先着300点限り

ニュージーランド産
有機栽培
大麦若葉
（90g）・・・1,944円

健康食品
全品1割引
セール

〈北海道・山丁長谷川商店〉 〈新鮮な海の市場〉

〈ソーキ〉

紅鮭切り落し
（1盛）

特別数量限定品

1,080円
よりどり3箱

〈常盤堂 雷おこし本舗〉

〈キャピタル〉

割れ
おこし
（250g）
・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　324円

ボレロ ウエハースティック
各種（400g）・・・・・・・・・・・・・・465円
ソルレオーネ グレープシード
オイル（500㎖）・・・・・・・・・411円
津軽リンゴジュース
（1ℓ×6本入・1箱）2,268円

先着200点限り

※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。）

ギフト商品（外箱等に多少の傷、難
あり商品の為）を、処分価格

（メーカー希望小売価格の50%OFF　　　）

にて特別大提供いたします！

※表示価格は
割引後の価格です。
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暮らし、素敵に。 まるひろ川越店

予 告 8月19日（土）・20日（日）・21日（月）3日間限り開催！

婦人服 紳士服 子供服

服飾雑貨

リビング

時計・メガネ・呉服

食品

※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。　

わ　　　　 け

理由ありバーゲン理由ありバーゲン

有名メーカー協賛
婦人服バーゲン

半期に
一度
半期に
一度

◆5階催場
※掲載商品につきましては、数に限りが
　ございますので品切れの際はご容赦
　ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円から
〈サンジョア〉婦人カットアンドソーン各種

色・サイズ不揃いのため
10,800円から婦人毛皮・レザーウェア各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から婦人ナイティ各種
2,160円から

1,080円から
婦人クイーンサイズアイテム各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から婦人財布

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円からハンカチ各種

婦人カットアンドソーン
各種 ・・・・・・・・・・・1,080円から

婦人ブラウス各種

・・・・・・・・・・・1,080円から
婦人帽子各種

・・・・・・・・・・・1,080円から
晴雨兼用傘

シーズン先取りのため

在庫処分のため

・・・・・・・・・・2,160円から

・・・・・・・・・・・・2,160円から紳士財布・ベルト各種

紳士シャツ・
ポロシャツ各種

3,240円から
紳士有名ブランドバッグ
各種

サイズ不揃いのため 少々難ありのため

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

ランドセル各種

子供ドレス（140～160cm）

・・・・・・・・7,560円
子供フォーマルスーツ各種
（110～130cm）

・・・・・・・・864円から
子供パジャマ各種
（100～160cm）

少々難ありのため

色、サイズ不揃いのため

在庫処分のため

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円からエプロン各種
・・1,080円から鍋各種

899円葉桐 茶問屋の蔵出し茶（300g）
299円讃岐物産 阿波半田手延べ切り落し素麺（500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　1,690円
堀商店 平成28年度産新潟県産コシヒカリ
（5㎏）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円から
フライパン各種

・・・・・・・・・・・・・・・324円から
今治産タオル各種

・・・・・・・・・1,620円から
タオルケット各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から敷布団各種

・・・・・・・・・1,080円から
フラットシーツ各種

少々難ありのため

在庫処分のため

在庫処分のため

・・・・・・・・1,080円からスポーツＴシャツ・パンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から紳士パジャマ各種

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円ワイシャツ・ネクタイ
色、サイズ不揃いのため

・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円有名ブランドスラックス

・・・・・・・・・・・2,160円から
紳士帽子各種

少々難ありのため

規格外品のため

◆8月22日（火）まで
◆別館1階・特設会場

決算処分市〈紀伊國屋書店〉
夏の洋書バーゲン

◆8月22日（火）まで
◆3階・東京ますいわ屋

◆8月21日（月）まで
〈最終日は午後6時閉場〉

◆9階・バンケットルーム

婦人靴・
バッグバーゲン

◆8月22日（火）まで
◆1階・エンジョイスペース1

アウトレットコスメセール ◆8月22日（火）まで
◆1階・ファンケル横特設会場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円から腕時計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40%OFF腕時計バンド

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,400円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円

〈たんす屋〉
本場結城紺
江戸小物

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円からサングラス各種
・・・・・・・・・・・・・・2,160円から

1,080円

掛時計・置時計各種

赤羽商店 有明海産 
特上等級初摘みはねだし
焼海苔
（全型30枚入）

各699円

紀州小橋
紀州
つぶれ梅・
しそ（各500g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
※一例として 3歳祝着セット

お買上げでバンド交換無料※一部交換できない時計もございます。

少々難ありのため

在庫処分のため

※写真は一例です。 ※写真は一例です。

※写真は
イメージです。

〈最終日は午後5時閉場〉

AQMW アイグロウジェム
（全10色）

Present 　期間中、化粧品売場にて15,000円以上お買上げのお客様先着200名様に
粗品を差しあげます。

オータムコスメフェア
～秋のしっとり艶やかアイメイク～

2018年まるひろ特選
ランドセル早期販売会

◆8月22日（火）まで ◆1階・化粧品

◆10月10日（火）まで◆6階・子供雑貨

・・・・・・・・2,916円

〈ヘレナ
ルビンスタイン〉
ラッシュＣＣ
（全1色／ブラック）
・・・・4,860円

〈シュウウエムラ〉
アイフォイル
アンティーク
（リキッドアイシャドー
／限定5色）

・・・・・・・・・・3,240円

〈マツモト〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・70,200円

耐久性に優れた
牛革ランドセル。
最高級品質をお子様
にも知ってほしい
から選びます。

まるひろMクラブカード、スターカードご提示で通常
価格より10％OFF（一部除外品ございます）
※まるひろMクラブカードは即日ご入会いただけます。
※入会金年会費無料

※写真は一例です。 ※写真は一例です。

5点限り

先着計
150点限り先着800点限り

先着50点限り

先着30点限り

　　　　　　　　　　　　　（牛革／重さ：1,420g／

A4フラットファイル対応）


