
※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。
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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）12/6水川越店

まるひろ全店、年内は休まず営業いたします。 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Mクラブカードは、
「100円（税抜）のお買物で1ポイント」

左記期間中は
「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」

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。

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」上記期間中は「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」

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。 

ポイントフェア全館12/6□水 9□土・ 10□日・ 限り

ポイントフェア全館12/6□水 9□土・ 10□日・ 限り

※上記以外のカードでのお支払いは対象外となります。 ※分割払いの回数は3回・5回・6回・10回のいずれかと
なります。 ※対象商品は一部除外もあります。詳しくは売場係員までお尋ねください。 ※ららぽーと富士見店は除く■12月17日（日）まで ■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。

期間中、対象カードで分割払い（10回まで）をご利用に
なる場合、分割手数料はまるひろが負担いたします。

まるひろ分割払い無金利開催！ キャンペーン対象カード　まるひろMクラブカード［クレジット付］、スターカード（リーダースカード・チェリーカード）、アトレMクラブカード

※対象売場は各店販売員に
　おたずねください。

期間限定！！ 手数料はまるひろ百貨店が負担します。 無金利！キャンペーン

暮らし、素敵に。 まるひろ川越店
【6階・子供服】

職人来店期間中は、〈イビサ〉製品のお手入れ、
修理相談を承ります。

●

●

●

●
③

②

②

①

靴の達人、佐藤和男氏が
手作り中敷、ストレッチャーなどを
駆使して、合わない靴を出来る
限りフィッティング調整いたします。
事前にお電話でのご予約制と
なります。 
※〈卑弥呼〉以外の靴も承ります。調整不可の
　靴もございますので予めご了承ください。
※ご相談内容によりお待ちいただく
　可能性もございます。

上質、安心、繊細さ、優しさ、
丁寧さ。日本的な美意識に
基づいた全く新しい価値。
素材からディテールまで、
とことんこだわった
究極のベーシックを
ご提案いたします。

ユニセックスなプリントデザインを
各種豊富に取り揃えております。

〈卑弥呼〉フィッティング調整会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,584円

婦人Vネック
プルオーバーニット
（キュプラ60%・アクリル30%・毛10%／フリー）

美と健康・癒し、
  　大人も子供も
  　　楽しめる手作り
   　　教室です。

ギフトに最適な小物やご褒美に
おすすめのバッグをご紹介します。

『Mクラブカード』会員様へ

平成29年2月末日までに積み立てられた
ポイントは、本年12月末日までに
ご利用をお願いいたします。

●お問合せ
別館4階・まるひろ
Mクラブカウンター

ご利用いただけない
ポイントは平成29年

12月末日の
営業時間終了後に

無効となります。
ご了承くださいませ。

期間限定  ウィッグ展示試着会

おためしフェア

まるひろMクラブカード会員様
通常のポイントに

※各日最終受付は
　閉場時間の１時間前まで

ご予約
不要
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この機会にぜひ、オーダーメイド・ウィッグをお試しください。当日お持ち帰りいただけるレディメイド・ウィッグ（既製品）も多数取り揃えております。

オーダーメイド・ウィッグをご成約の
方に限り、お手持ちのウィッグを

20,000円（税別）で下取りいたします。
（お一人様１点まで／メーカーは問いません）豊富に展示

人気・話題のウィッグを

その１ その2 その3 その4 その5

ご相談
専門のヘアデザイナーに

おためしフェア 5つのオトク※詳細は係員におたずねください。

女性ウィッグ
下取りいたします

プレゼントをご用意
フェア会場限定

ウィッグ
メンテナンス
窓口

他社製品大歓迎

こ
の
部
分
で
す
。←

お買上げレシートより
 印部分をご確認ください。

BRAND FAIR ◆各階にて

〈イビサ〉
クリスマスフェア

◆1階・特設会場 ◆12月12日（火）まで
コートをはじめ、今すぐ着られるアイテムをご紹介いたします。
◆各階・〈オンワード〉ショップ ◆12月14日（木）まで ◆12月12日（火）まで

まるひろ 
クリスマスフェア

◆12月25日（月）まで
◆各階にて開催

,
17 Maruhiro

Christmas Fair

「クリスマスの絵」展示会開催中
★12月25日（月）まで ★9階・バンケットルーム

フィンランドから
サンタクロースがやってくる♪

小学生までのお子様にお描きいただいた
クリスマスの絵を展示いたしております。

お子様、お孫様、お友達の力作を是非ご覧くださいませ。

5階催場のご案内　 ◆12月11日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉

〈フルラ〉ストール
（約50×186cm／カシミヤ100％／

スリット糸使用）・・・・・・・21,600円

肌ざわりが良く、
軽いカシミヤ100%のストールです。
ラメが顔まわりを華やかに
してくれます。

〈メゾピアノ〉
ワンピース
（90～140cm）・・・・・・・・・・・14,904円

キラキラとした
ネックレス風の刺繍が
クリスマスにぴったりです。

〈ブリジットバーキン〉
婦人ブーツ各種
・・①8,532円／②9,936円

今年らしい太いヒールの
ショートブーツ。パンツ、スカートと
幅広いスタイリングに最適です。

婦人ラメ混ニット（アクリル
90％・毛10％／スリット糸使用）

①カーディガン・・・・・・・7,452円

お食事会などのパーティシーンに
おすすめのニットはインナー使いで
映えるパステルカラーや華やかな
ラメがポイントです。

野の花 を々モチーフにした、
まさに〈アンジャルダン〉のアイコン
ともいえる「フローラリ」プリントが
ブーケ柄になって復刻。

〈ムーミン〉①ボクサーパンツ
（綿95％・ポリウレタン5％／ムーミンのパッケージ入り）・・・・・・・・・・・4,104円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

北欧フィンランドの文化と芸術性を
示す愛らしいキャラクター
“ムーミン”の、自由で豊かな世界観を
ちりばめたアイテムです。

みずみずしい野いちごとほんのり
甘いミルクのやさしい香りに包まれる
バス&ボディケアセット。
白いクラシックプーマスコットつきです。

フィンランドからやってきた
サンタクロースと一緒にふれあえる
イベントです♪是非記念にお子様と
一緒に写真を撮ってくださいね♪

★12月9日（土） ●午前11時から
★6階・子供服 北エレベーター側特設会場
★参加費：無料　★定員：100名様限定

※整理券は、イベント開始30分前より
　配布いたします。

※カメラは各自ご持参をお願いいたします。

　　　　　期間中、〈イビサ〉商品をお買上げ
いただいたお客様に粗品を差しあげます。
Present

　　　　   期間中、〈オンワード〉ショップにて定価商品をお買上げの
お客様に〈オンワード〉メンバーズカード＋1%差しあげます。
Present

〈ハウスオブローゼ〉
クラシックプー ウィンターギフトセット
（ボディウォッシュ180㎖・ボディミルク180㎖・ソルティバス30g（1回分）／

マスコット付き）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

◆12月9日（土）・10日（日）◆1階・婦人靴
　　　　　　　〈イッツインターナショナル〉

POP UP SHOP

〈わちふぃーるど〉フェア まるひろ
手作り・体験マルシェ
◆12月10日（日）まで 
◆10階・さくら草ホール

●各日/午前10時～午後5時 ●協力/スマイルカフェ

　 各日午前11時～午後２時／午後3時～午後5時15分
（お１人様１足45分程度） 

049-224-1241（婦人靴売場直通）

・・・・・・・・・・各324,000円

〈シチズン〉
エコ・ドライブ
電波時計
（CB3025‐50W・ES1055‐55W）

クリスマス ウォッチフェア
◆12月25日（月）まで　◆3階・時計

◆12月12日（火）まで ◆1階・エンジョイスペース1

◆12月12日（火）まで
◆6階・エンジョイスペース11

お買上げのお客様に粗品を差しあげます。Present

　　　　　期間中、3,240円以上お買
上げで「カラータンブラー」、6,480円以上
お買上げで「ウォールポケット」を差しあげます。
※お1人様どちらか1点限り。なくなり次第終了となります。

Present

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,600円

Pt鑑定ダイヤネックレス
（0.16ct / F Sl₂ EX SD 計0.16ct）

クリスマス 
ジュエリーバーゲン
◆12月25日（月）まで
◆3階・宝飾サロン

真摯な美しさが
魅力のユーロス
シリーズ。
優美さを極めた
ペアドレスウォッチ
のご紹介です。

革小物各種
（コインケース・
キーケース等）

・・・・・・・ 8,100円から

ハンドバッグ
（H23×W33×
 D13cm）
・・・・・・・・・・・ 32,400円

『福井・ 江』製のフレームを中心に、
遠近両用も選べるレンズ
セットのお買得品を
豊富にご用意いたします。
お買上げ商品のお渡し、お買上げ後の
メンテナンスは別館3階金鳳堂にて承ります。

特別提供品 なくなり次第終了となります

●福井・ 江製フレーム
　＋単焦点レンズセット　

●福井・ 江製フレーム
　＋遠近両用レンズセット　

21,600円

29,700円

薄型1.6非球面UVカットレンズ

薄型1.6遠近両用UVカットレンズ

※レンズは近視・遠視・乱視・読書用から
　お選びいただけます。

※レンズは遠近ほか中近・近 ・々単焦点
　レンズからお選びいただけます。

ご予約 

・・・・・6,372円
【2階・スタイリッシュガーデン】

【1階・婦人靴】 【4階・紳士靴下・紳士肌着】

〈アンジャルダン〉
①巾着・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円

4,104円
10,800円

各3,024円
【5階・インテリア】

【5階・ハウスオブローゼ】

【1階・婦人雑貨】

〈レッドブロス〉
Tシャツ&パーカーフェア

◆12月12日（火）まで
◆4階・エンジョイスペース7

①

①

①

②

②

②

〈最終日は午後4時閉場〉

②メガネケース・ルームシューズ ③バッグ
トラベルセット（上記①②③のセット）

②ホームソックス（足底滑り止め付き）

※写真はイメージです。

◀手作り体験も
　日替わりで
　楽しい！

熟練の職人が即日加工いたします。
※最終日のリフォーム・修理受付は午後4時までです。※加工内容と混み
具合により、お時間がかかる場合がございます。※内容により承りできない
場合がございます。ご相談ください。※写真はすべてイメージです。

Before After

金・銀・プラチナ製品買い取り

埼玉県公安委員会許可 第431080001912号 株式会社丸広百貨店

買い取り金額2万円以上の方に 
全国百貨店共通商品券1,000円分進呈

ご来場の際、印鑑とご本人さまを証明するもの
（運転免許証・住民票・パスポートなど）をご用意ください。

アクセサリー
リフォーム＆
買い取りフェア

同 時 開 催

アクセサリー
バーゲン

・・・・・・・・・・・・・・・37,800円

アコヤ真珠2点セット
（ネックレス7.5～8.0mm珠、
留金SV・イヤリング7.5～
8.0mm珠、留金SV）

5点限り

鑑別書付

2階
婦人服

3階
婦人服

4階
紳士服

6階
子供服

クイーンサイズクイーンサイズ スモールサイズスモールサイズ

オール〈レナウン〉フェア

　　　　　期間中、右記ブラ
ンドにて対象商品をお買上げ
いただいたお客様に粗品を差し
あげます。※セール品は除く。

Present

クイーンサイズクイーンサイズ

2階 婦人服

3階 婦人服

4階 紳士服

2階 婦人服

4階 紳士服

期間中、〈レナウン〉下記ブランド ポイントカード新規ご入会で

５ポイントプレゼント！
さらに、対象商品お買上げでWポイント差しあげます。※セール品は除く。

イタリア産の牛革を組み合わせた
バイカラーのシリーズ。
シンプルでさりげない大人の魅力を
演出しています。

〈タケオ キクチ〉
ホリデーシーズン数量限定モデル
（牛革／イタリアンレザー）

①束入れ16,200円 14,040円【4階・紳士雑貨】

①

②

②札入れ

12月8日（金）～10日（日） 〈イビサ〉職人来店

②タートルネック

食品日替り特価生活応援プライス10 日12/6水 ◆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。

【丸広ミート】〈国内産〉特選黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
【東信水産】〈北海道産〉帆立貝柱刺身用
（200g・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各399円
はごろも シーチキンLフレーク・マイルド
（各70g×4缶） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円
【丸広ミート】国産若鶏もも肉
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79円

〈茨城県産〉れんこん（100g当り）
お1人様2点・先着200点限り

〈山形県産他〉サンふじ（3個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399円お１人様5点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149円
【丸広ミート】群馬県産やまと豚
もも切り落とし肉（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・  各299円
にんべん フレッシュパック（4.5g×8P）・
マルコメ 京懐石（650g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各359円
紀文 肉まん・あんまん
（3個入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  299円
〈愛知県産他〉トマト（1袋）

お１人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  39円
〈北海道産〉かぼちゃ（100g当り）

1,880円堀商店 糸魚川産コシヒカリ（5kg)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  199円
JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個入・1パック）

各日お１人様2点・先着200点限り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1,080円

〈愛媛県川上産〉糖度センサー選別
ノーワックスみかん（2Lサイズ／21個入・1箱）

各日お１人様2点・先着100点限り

各日先着200点限り

お1人様２点限り

980円
【東信水産】〈北海道産〉
いくら醤油漬（100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  599円
〈山梨県産他〉あんぽ柿（1袋）

お１人様2点・先着100点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円
【東信水産】〈アメリカ・ロシア産他〉塩数の子
（500g・1パック）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,680円

【東信水産】
〈インドネシア産他〉天然ホワイト海老
（10尾入・1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  99円
〈埼玉県産他〉きゅうり
（2本） お1人様4本・先着400点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各299円

キッコーマン
特選丸大豆しょうゆ・減塩しょうゆ
（各1000㎖） お1人様6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 5割引

【丸広ミート】国産牛（交雑種）
店頭表示価格（税抜）よりレジにて

全品2割引

全品2割引

【東信水産】
ポイント

まるひろMクラブカード

12/8金限り

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

〈長崎県産〉糖度センサー選別 
味まるみかん（Mサイズ／1袋）

お１人様2点・先着100点限り

水612 限り ポイントフェア全館

ご予約承り中

●お届け時間帯：
①午前10時～正午 ②正午～午後3時
③午後3時～午後6時の時間帯からお選び
　いただけます。※代金は事前にお支払いいただきます。

魚屋のお寿司お届けいたします。

■デリバリー期間：2018年1月2日（火）
■承り場所： 地階・米工房コーナーにて
　　　　　 12月29日（金）まで

　寿
～ことぶき～
（50貫・5人前）　
・・・・・・・18,000円

・・・・・・・・・9,000円

　吉祥
～きっしょう～
（50貫・5人前）　

お届け商品は下記に限らせていただきます。  

※まぐろは国産の生本まぐろを使用しております。 

【東信水産】

※お届けエリア： 川越市全域

※写真はイメージです。  

配送無料

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店
「まるひろ」で。

Kobaton お歳暮ギフトセンター好評開設中！
彩の国から冬の贈り物 2017まるひろのお歳暮

◆12月18日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉  ◆5階催場

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。

まるひろは、
お支払いが
一目で分かる

税込
表示

乗り換えキャンペーン ◆12月18日（月）まで

各日先着100点限り

〈オンワード〉ジャスト
シーズンセレクション



まるひろMクラブカード会員様

全館
※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。 

ポイントフェア
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」上記期間中は「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」

12/6□・9□・10□限り土水 日

引き出し付き

全面
牛本皮革張り

床暖房、ホットカーペット
にも最適

※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。

　富士ホーロー
レッドリーフ

　 丈膳 卓上鍋（30cm
／IH対応／フッ素樹脂加工）

　 おおらか鍋
シチューポット（22cm／
IH対応／フッ素樹脂加工）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 864円

　〈M'sクラン〉フライパン各種
（ガス火対応／日本製）

（24cm）

（26cm）

ぬくもりを楽しみながら、快 適な冬 生 活をお 手 伝 い 。

キッチン用品バーゲン

インテリア
セール

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

①〈東京西川〉羽毛掛けふとん
（側地：ポリエステル100％、詰物（1.2kg）：
フランス産シルバーダックダウン90％／
150×210cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

フランス産のダウンとやわらか
軽量タイプの生地を使用。
ふんわりあたたかな
羽毛ふとん。

天然な暖かみが魅力のムートン。フリースから小物まで
ふんわり柔らかな暖かアイテムを取り揃えました。　　　　　　　　　　　　

厳選された良質な羽毛を
使用しています。
片寄りにくい立体キルトで
体にフィットします。

②〈東京西川〉羽毛掛けふとん
（側地：綿70％・ポリエステル30％、
詰物（1.2kg）：ロシア（シベリア）産
シルバーグースダウン90％／150×210cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

　〈昭和西川〉羽毛掛けふとん
（側地：ポリエステル85％・綿15％、詰物（1.2kg）：

ハンガリーホワイトダックダウン90％／

150×210cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,600円

③〈東京西川〉羽毛掛けふとん
（側地：綿60％・ポリエステル40％、詰物（1.2kg）：
ウクライナ産マザーグースダウン93％／
150×210cm）

・・12,800円

毎日のふとんの上げ下げが楽な軽量タイプの
敷きふとんです。

お使いのベッドマットの上に敷くだけ、すぐれた
体圧分散で心地よい眠りをサポートします。

　〈東京西川〉軽量敷きふとん
（側地：綿100％、詰物 上層（0.7kg）：毛50％・ポリエステル

50％、中層：ウレタンプロファイル、下層（0.7kg）：

ポリエステル100%／100×210cm） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,800円

なめらかな手触りのローズオイル加工と、
遠赤わた入りであたたかな毛布です。

やわらかな風合いで
冬にぴったりな、
あったか素材の掛け
ふとんカバーです。

ロシア（シベリア）産のグースダウンを
使用し、羽毛が片寄らないキルトで長持ち。

マザーグースダウンを使用し保温力抜群。
羽毛が片寄らないキルトで長持ち。

　〈東京西川〉
遠赤わた入りマイヤー毛布
（パイル：アクリル100％、地糸：ポリエステル
100%、詰物（0.3kg）：ポリエステル100%
（テイジン・ウォーマル）ローズオイル加工／
140×200㎝）

・・・・・・・・・・・・・4,800円

　〈東京西川〉
あったかカバー
（ポリエステル100%／
150×210cm）

家事の邪魔にならない
ノースリーブタイプの
あったか羽毛べスト。

・・・・・・・・・・・・・・4,800円

　〈東京西川〉
羽毛ベスト
（M～L共通）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 540円
　 花王バブ詰め放題

【タオル】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

　〈東京西川〉クラウドウェーブオーバーレイ
（表生地（パイル）：綿100％、グランド：ポリエステル100％、
中わた：ポリエステル100％、裏生地：ポリエステル100％、
裏生地：綿55％・ポリエステル45％、中袋：ポリエステル100％、
中芯：ポリエチレン100％）

9,936円
・・・・・・・・・・19,872円

ムートンフリース
（オーストラリア産）

（1匹もの）

（2匹もの）

3,996円
ムートンシート各種
（オーストラリア産）

・・・・・・・・・・・1,620円
ムートン円座クッション
（直径40cm）

〈東京西川〉のあったか寝具 〈昭和西川〉のあったか寝具

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円
　〈昭和西川〉あたたか掛けカバー
（150×210cm）

3,780円

リバーシブルで両面使用でき、
シーズン問わず使えます。
①〈昭和西川〉リバーシブル
パッドシーツ（フランネル・
シンカーパイル／Ｓサイズ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,536円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,292円

遠赤わたを使用し保温力があります。
肌触りも柔らかです。
②〈昭和西川〉ボリューム
パッドシーツ（フランネル（遠赤わた入り））
（Sサイズ）

（SDサイズ）

（Dサイズ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

保温力があり肌触りも滑らかです。
ご家庭で洗濯できます。

起毛素材で布団に入った時からあたたかです。
ケットとしても使えます。

　〈昭和西川〉アクリル毛布（パイル糸（毛羽部分）：
アクリル100％／140×200cm）

50点限り 100点限り

　 あったかスリッパ各種
【インテリア】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 864円

　 揚げ天彩 深型揚げ鍋
（20cm／容量：2.2ℓ／アミ付き／日本製）

【家庭用品】20点限り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,160円
　 割烹着

※写真はイメージです。

【家庭用品】40点限り

不要ふとん引き取りキャンペーン

期間中、〈昭和西川〉の対象商品54,000円以上お買上げいただいたお客様
に限り、ご不要になったふとんの引き取りサービスをいたします。

対象商品

◆12月19日（火）まで

羽毛掛けふとん ムアツふとん エアウィーヴ×〈昭和西川〉 敷きふとん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

　〈昭和西川〉羽毛掛けふとん
（側地：綿70％・ポリエステル30％、詰物（1.2kg）：

ポーランドホワイトグース90％／

150×210cm）　

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

ご家庭で枕の高さを調整でき、
洗濯もできます。
　〈昭和西川〉ウォッシャブル
パイプ入り枕（側地：ポリエステル100％、
詰物：ポリエステル100％・ポリエチレン（パイプ）／

約63×43cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円

　 ショコラ
笛吹ケトル各種
（IH対応／日本製／

ブラウン・ホワイト）

（1.8ℓ）

（2.5ℓ）

・・・・・・・・・・2,700円
・・・・・・・・・・3,240円

ソースパン
（16cm）

・・・・・・・・・・・・・2,376円
キャセロール（20cm）・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円 　〈日本橋木屋〉

10,800円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,832円
・・・・・・・・・・・・・・・・・6,696円

◆12月12日（火）まで
◆5階・リビング

■寝具■寝具

　リビング用絨毯
（パキスタン／毛100％／
約200×250cm／手織り）

　シングル
（W98×L208×H85cm）

海外ブランドから国産の名品まで、クオリティの高い逸品家具を揃えました。◆１２月１０日（日）まで〈最終日は午後5時閉場〉◆東口駐車場脇ビル1階

ストレスレス
チェア
（W75×D71×
H102cm）

ストレスレスチェア
（W77×D77×H109cm）

エコーネス

ニコレッティ

シモンズ

　2.5人掛けソファ（材質：総革張り／
W196×D93×H84×SH40cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・376,000円

　カバーリング3Pソファ（W185×D76.5×H80.5×
 SH38.5cm）

   ダイニングテーブル（W160×D90×H70cm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216,000円

チェア（W62×D50.5×H71×SH39.5cm／1脚）
　シングル
（W98×L201×H85cm）

セミダブル
（W121×L201×H85cm）
・・・・・・・・・・・140,000円

・・・・・・・・・・・120,000円

セミダブル
（W121×L208×H85cm）

※ナイトテーブルは別売りです。

・・・・・・・・・・・230,000円

　高級ペルシャ絨毯
（パキスタン／毛100％／
約200×250cm／手織り）

438,000円

138,000円

・・・・・・・・・・・210,000円

セミダブル
+

セミダブル
240,000円

シングル
+

セミダブル
220,000円

シングル
+

シングル
200,000円

2台セットお買上げで
お得40,000円

セミダブル
+

セミダブル
390,000円

シングル
+

セミダブル
370,000円

シングル
+

シングル
350,000円

2台セットお買上げで
お得60,000円

5点限り

2点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,880円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64,800円

230,040円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・379,080円

冬の
まるひろ ライフフェアあったかWinter　   Living

12/6
□限り水

コバルト鎌型包丁
（刃渡り：18cm）

朴のまな板（39×19.5×
2.5cm）

木曽さわら 飯台
（33cm）

（36cm）

①

②

②

①

③

■家庭用品

■インテリア

※写真はイメージです。

※写真は
イメージです。


