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11/15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）

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」まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。

乗り換えキャンペーン
◆12月18日（月）まで

お買上げ特典
◆11月30日（木）まで

期間中、お歳暮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、全店合計先着
5,000名様に「まるひろ
オリジナルひざ掛け」を
プレゼントいたします。

期間中、2017年の他社ギフト申込書を
ご持参の上、新規にお歳暮ギフトセンター
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。

※詳しくは売場係員にお尋ねください。

Kobaton2017まるひろのお歳暮お歳暮ギフトセンター好評開設中！
◆12月18日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉 ◆5階催場 埼玉名産品ギフトは

彩の国の百貨店「まるひろ」で。

※写真はイメージです。

彩
の
国
か
ら
冬
の
贈
り
物

暮らし、素敵に。 まるひろ川越店

ワコール
サンクス
セール

横浜元町フェア 〈シモンズベッド〉
フェア

まるひろ手作り体験マルシェ
「ハイハイレース」
参加者募集！！

◆11月21日（火）まで
◆1階・エンジョイスペース1 ◆11月19日（日）まで

　　〈最終日は午後5時閉場〉

◆11月20日（月）まで
　　〈最終日は午後5時閉場〉

◆12月6日（水）・7日（木）
各日①午前10時30分から
　　②午後1時30分から
◆10階・さくら草ホール
◆定員：各回15名様
（1歳までのお子さまに限ります。）
◆参加方法
　下記のフォームにて事前予約制
　https://business.form-mailer.jp/
　fms/8a8f99bf76432
　

◆10階・さくら草ホール

・・・27,000円

〈キタムラK2〉
セミショルダーバッグ
①（牛革）

・・・・・・・・・16,200円

②（合成エナメル・
合成皮革）

①

②

予告

参加無料

●定員になり次第受付終了。

日替りサービス特別価格
黒ブラジャー各種　　　 
Tバックショーツ　　　  
カップ付インナー

30点限り

　　　　おしりすっぽりショーツ
　　　　（キャラクター） 　　　 　　　 
カジュアルノンワイヤーブラジャー

100点限り
50点限り

ナイティ各種 　　　 　　　 
あたたか肌着メッシュタイプ
（長袖）

100点限り

50点限り

機能ショーツ 　　　　　　 
トップス肌着各種

50点限り

100点限り

肌にやさしい
ショーツ 100点限り

100点限り

30点限り

限り

限り

限り

限り

限り

●ブラジャー各種・・3,240円から
●婦人肌着トップス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円から
●婦人ショーツ各種・・・648円から

◆5階催場

スタンプラリー開催 期間中、対象の売場（セール会場含む）にて3,240円以上お買上げで1カ所スタンプ。合計2カ所のスタンプを集めると、ワコールグッズ・ケア用品が当たる抽選会にご参加いただけます。
※詳しくは係員にお尋ねください。
※なくなり次第終了となります。

オールワコールフェア

2階ワコール、ワコールナイテイ 3階 フィットネス（CX-W）4階 ワコールメン（紳士肌着）5階 らくラクパートナー 5階催場 ワコールセール会場 6階 ワコールキッズ・マタニティ

〈キタムラK2〉〈ベルージュ〉

〈出店メーカー〉
〈アリス〉〈近澤レース店〉

シングルベッド
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,800円

※マットの柄は写真と異なります。

◆新春1月2日（火）にお届け  
◆お申込みは12月15日（金）まで

http://www.shop-maruhiro.jp/
まるひろオンラインショップ 検索

11月18日（土）午前10時より
フリーダイヤルにて承り開始！

いよっ ふ  く こ い

0120-14-2951 ®

午前10時～午後6時

オンライン
ショップにて
先行販売中！

予告

※日曜日を除く。11月19日（日）は承ります。

送料
無料

限
定

※詳しくはオンラインショップ
　をご覧ください。

美と健康セミナー ◆11月18日（土）午前11時～／午後2時～予告

※ベッドお買い上げの方に
シーツ2枚・ベッドパッド1枚

差しあげます。



｢オンワードグリーンチケット1,080円分（税込）｣
ご利用期間：11月30日（木）まで  ご持参いただいた衣料品1点につき、まるひろ内の
オンワード樫山の商品でご利用いただけるクーポン券1枚とお引換えいたします。

ご愛用いただいたオンワード樫山の衣料品でクーポン券とお引換え

※詳しくは販売員におたずねください。

回収衣料をリサイクルして毛布や軍手を生産し、日本赤十字社を通じて世界の被災地支援などに活用します。
また、まだ使用できる一部の衣料はリユースし、その収益の全てを環境・社会貢献活動に活用します。

衣料品引取り 
オンワード・グリーン・キャンペーン
◆引取り期間：11月30日（木）まで ◆引取り場所：オンワード樫山各ショップ

丸広百貨店　　　　　　　　　　　　　　　 共同企画

049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 店

※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。

COATFairオンワード・コートフェア,17   ,18 Winter→

【2階・ミッシースポーツ】 【3階・iCB】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,184円

〈自由区〉
コート（表地：ポリエステル100％・中わた：
ダウン90％・フェザー10％・裏地：ポリエス
テル100％）

〈クリニーク〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円
・・・・・・・・・・・・・・46,440円

〈iCB〉
コート（表地：毛100％　裏地：
キュプラ100％）

パンツ

・・8,700円
・・・・・・18,360円

・・・・・・・・・7,020円

〈RMK〉カラークローゼット 
ウィンターリミテッドエディション 
ベースメイクキットA/B

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,092円

パンツ（ポリエステル62％・レーヨン33％・
ポリウレタン5％・裏地：ポリエステル100％）

ダブルのデザインがきれいめに合い、大
きい襟の小顔効果でスッキリ着られます。

潤いのスペシャリストで、肌から
ハッピー ホリデイ！

〈シュウウエムラ〉
スーパーマリオ
ブラザーズの世界観が
楽しめる限定ブラシ
セットです。

〈RMK〉
人気のベースメイク３品に、インスタント
ハイカラーをセットしたキットです。

〈SK-Ⅱ〉
内側から溢れ出すような、うるツヤ肌へ。
乾燥しやすい肌に、うるおいを長時間
与え、透明感のあるクリアな素肌に
導きます。

i CB定番のチェスターコート。着やすい
着丈で、スマートなシルエットです。尾州
産のウール素材を使用し、上質な風合
いとしなやかさが特徴なコートです。

【3階・時計】
・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

〈カシオ〉シーンSHW-
1750CG-4AJF（電波
ソーラーモデル・10気圧防水
・サファイアガラス）

【4階・トータルカジュアル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・69,120円

〈ジョセフアブード〉
フルダウンライナーコート（表地：
ポリエステル100%・中わた：ダウン90%・
フェザー10%）

少ない量のダウンでも温かく空気を含
み、包み込むような軽さを体感できます。
弱撥水加工を施しているため、急な雨
にも対応できます。

【4階・五大陸】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・89,640円

〈五大陸〉
チェスターコート（毛100％／A5・A6・
AB5・AB7／QUALITY名：SALTAIRE
（ソルテア））

生地はハリとコシが特長の英国製のド
ーメルを使用。〈五大陸〉のコート用オリ
ジナル素材で仕上げた仕立て映えする
チェスターコートです。

Christmas　Gif t 早期お買上げ特典 お買上げいただいたお客様だけに
オトクなプレゼントをご用意♪

□星の夜空を洗練された
デザインで表現した文字板。
→

【1階・婦人雑貨】
・・・・・・・・・11,880円

〈Zukin〉アンゴラ
ワッチ

□〈Zukin〉帽子フェア→

【5階・特選食器】
・・4,968円

〈フッチェンロイター〉
オー・タネンバウム
カプチーノカップ
ソーサー

□設立1814年の
ドイツが誇る名窯の
クリスマスシリーズ。

→
毛足の長いふわふわ
の温かみを感じる
帽子です。

　　         　　　 〈Zukin〉の帽子をお買上げ
いただいたお客様先着20名様に「イニシャル
ハットクリップ」を差しあげます。

早期お買上げ特典

キット内容
・エアリーパウダーファンデーション（ミニサイズ4.0g ）
・インスタントハイライトカラー01
・リクイドファンデーション（ミニサイズ15㎖）
・ベーシックコントロールカラー01（現品）
・オリジナルポーチ

　　　　　　　　〈カシオ〉シーンをお買上げ
のお客様先着20名様に粗品を差しあげます。
※なくなり次第終了となります。

　　　　　　　　〈フッチェンロイター〉の
商品を5,400円以上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。

11月17日（金）発売

〈SK-Ⅱ〉
ＲＮＡパワーエアリー
ミルキーローション
フェスティブコフレ
セット内容
・SK-ⅡRNAパワーエアリーミルキーローション
（80ｇ／現品）
・SK-Ⅱスキンシグネチャー3Dリディファイニング
マスク（2枚）
・SK-ⅡRNAパワーエッセンス（１㎖×3枚）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

〈シュウウエムラ〉
HOLIDAY COLLECTION-
SHU UEMURA 
☆SUPER MARIO BROS.
ピーチ’Sフェイバリット プレミアム
ブラシセット
本日11月15日（水）発売

数量限定

〈クリニーク〉
モイスチャー 
サージ 
ホリデイ 
セット

セット内容
・モイスチャーサージEX（現品49g ）
・※１・モイスチャーサージハイドレーティング
コンセントレート（ギフトサイズ15g ）
・モイスチャーサージオーバーナイトマスク
（ギフトサイズ29g ）
・チャビースティックモイスチャライジングリップ
カラーバーム（ギフトサイズ／＃06）
※１ モイスチャー サージ インテンス（現品49g ）も
選べます。
※日本人の肌に合わせて研究開発されています。
アレルギーテスト済、100％無香料

11月22日（水）発売 数量限定

数量限定

予告

予告

早期お買上げ特典 早期お買上げ特典

◆11月19日（日）まで　
◆1階・化粧品売場Christmas　Coffret クリスマスコフレ

まるひろMクラブ
カード会員様 ポイントフェア


