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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）

〈一澤信三郎帆布〉ポップアップショップ

良質の天然帆布を使い、職人の丁寧な
手仕事で作られた手作りかばん。

シンプルで使い勝手の良い、丈夫なかばん。
何年も使い込むほど愛着がわきます。

・・・・・・・・・・・・・・24,840円
①トートバッグ

・・・・・・・・・・・・・・11,880円

・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
②トートバッグ

③ショルダーバッグ

②

③

①

　　　　 京都のみで製造・
　　　　 販売している
　　　　〈一澤信三郎帆布〉
　　　　が、まるひろ初出店。

まるひろ
初出店

※写真はイメージです。

ブラジャー（B／C）

ブラジャー（D／F）

・・・・・・・・・・・・・8,640円

ブラジャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,996円から

・・・・・・・・・・・・・9,180円

・・・・・・・・・・・・・4,644円
ショーツ（M・L）

期間中、下記のレナウンショップにて
お買上げのお客様に、〈レナウン〉
メンバーズポイント+3ポイントを
差しあげます。

〈レナウン〉サマーファッションフェア
Summer Fashion Fair

◆5月22日（火）まで

◆5月22日（火）まで

◆各階＝〈レナウンショップ〉

◆1階＝エンジョイスペース1

2階＝婦人服

3階＝婦人服

4階＝紳士服

［クイーンサイズ］

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」

※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クラブカード会員様

ポイントフェア
〈トリンプ〉フロラーレ
◆2階＝トリンプコーナー

〈ワコール〉ソフトブラ
  ◆2階＝ワコールコーナー

プリント柄とレースの掛け合せはまるで
花畑にいるような華やかなフロラーレの
シリーズです。

フラット仕上げで肌に縫い目があたらず
まるでつけていないような着心地を体感
できます。

〈コスメデコルテ〉
  ◆1階＝化粧品
紫外線や環境ストレスから
徹底的に守る、
次世代型日焼け止め乳液。

〈パウダーパレット〉
  ◆1階＝化粧品

強く・やさしく・美しい。
毎日頼れる、SPF50＋のボディガード。
汗・水に強いのに、簡単に落とせる。
首・デコルテ・腕に心地良くフィットし、
キレイが続く。

〈資生堂〉
  ◆1階＝化粧品
手を汚さず、肌に直接塗れる
透明スティック状サンスクリーン。
紫外線が気になったらいつでもどこでも
素早くプロテクトできます。
メイクの上からも使え、塗り直しにも
便利です。

〈資生堂〉
クリアスティック
UVプロテクター
（スティック状
日やけ止め／
SPF50+・PA++++／
15g）

・・・・・・・・・・・・・3,024円

〈コスメデコルテ〉
サンシェルター 
マルチ 
プロテクション
（SPF50+・PA++++／35g）

（SPF50+・PA++++／60g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

〈アクセーヌ〉
スーパー
サンシールド 
ブライトフィット
（日焼止め乳液・
顔、身体用／
SPF50＋・
PA＋＋＋＋／４０ｇ）

・・・・・・・・・・・3,240円
・・・・・・・・・・・・・・・・・4,536円

コスメティック
ランファン5/16□　20□水 日

まるひろ
オリジナル

・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
トートバッグ

爽やかさを楽しむ、初夏のおしゃれをお届けします。



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。

※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。 

暮らし、素敵に。                     まるひろ川越店

※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。詳しくは係員におたず
ねください。　※ららぽーと富士見店は除く。

キャンペーン

まるひろMクラブカード［クレジット機能付］、
スターカード（リーダース・チェリー）、アトレMクラブカード

キャンペーン対象カード

期間限定！！ まるひろ分割払い無金利開催
無金利

■1レシート32,400円（税込）以上が対象です。
※対象売場は各店販売員におたずねください。
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。

手数料はまるひろが負担します。 

◆5月27日（日）まで

◆5月23日（水）～28日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

初夏の北海道物産展

●予告　川越店
次週5階催場のご案内

◆5月22日（火）まで　◆2階＝ハンドバッグ
◆5月29日（火）まで　◆3階＝時計

〈キプリング〉
サマートラベルフェア

◆5月29日（火）まで　
◆2階＝レリアン／3階＝レリアンプラスハウス

〈レリアン〉
サマーコレクション

〈セイコー〉
ウォッチフェア

羽織ブラウス（本体：再生
繊維（リヨセル）56%・ポリエ
ステル44％、刺繍上糸：レー
ヨン100％、刺繍下糸:綿100％）

リアルファン
（33×35.5×9㎝）

・・・・・・・・・・・・・・・・91,800円

・・・・・・・・・・・17,820円

クロップドパンツ
（ポリエステル80%・綿16%・
麻4％）・・・・・・・・31,320円

アストロン
SBXB101（ソーラー
GPS衛星電波修正機
能、オンオフ使えるデ
ザイン／チタン製）
・・・・・・237,600円

ルキアSSQV042
（ソーラー電波修正機
能／チタン製／革バ
ンド）・・84,240円

トートとバックパックの
２ｗａｙ。深めの構造で
Ａ４サイズが入ります。

期間中、〈キプリング〉商品を15,000円以上
お買上げのお客様に「オリジナルトラベル
ポーチ」を差しあげます。※数に限りがございます。

Present

※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。◆地階＝食品売場

◆地階＝味の銘店街 特別企画

◆5月29日（火）まで
◆地階＝新宿高野前特設会場

食品日替り特価

16
水

19
土

20
日

17 木 18 金

・・・・・・・・・・・・・・・580円

・・・・・・・・・・・・・・・198円

【東信水産】
〈北海道産〉
さんま開き
（3枚）

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

99円均一99円均一青果

【丸広ミート】
〈国内産〉黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）より
レジにてお1人様5点・先着2000点限り

●〈アメリカ産〉グレープフルーツ（ルビー）
   （1個）

お1人様2点・先着1000点限り

●〈群馬県産〉（産地直送）ほうれん草（1袋）
お1人様2点・先着1000点限り●〈茨城県産〉ピーマン（1袋）

お1人様2点・先着1000点限り

●〈秋田県産〉（菌床栽培）生椎茸（1パック）
お1人様6本・先着5000本限り

●〈埼玉県産〉きゅうり（3本）

・・・・・・各1,280円

〈木村屋總本店プルミエール〉
試食販売会

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

・・・・・・・・・・・・・・260円油あげ（2枚入・1袋）

・・・・・全品3割引

【丸広ミート】牛・豚・
鶏各種小間切れ・
切り落し肉店頭表示
価格（税抜）よりレジにて 
・・・・・・・・・・・・・・・全品3割引

【丸広ミート】
〈群馬県産〉やまと豚
ロース肉生姜焼用
（100g当り）

（1パック）1,280円

【東信水産】
本まぐろ入
刺身盛合せ
3点盛

1,080円

（1パック）1,680円

【東信水産】
本まぐろづくし
刺身4点盛

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　　　　　79円

〈沖縄県産〉
かぼちゃ（100g当り）
各日お1人様2点・先着300点限り

今週の5階催場のご案内 ◆ 5月21日（月）まで 〈最終日は午後5時閉場〉

ワコールサンクスセール

有名メーカー協賛　クイーンサイズバーゲン リゾート
スタイリング
フェア

ブラジャー
機能ショーツ各種

・・・3,240円から
ガードル ・・・・・・3,564円から
ボディスーツ7,020円から
肌着
（トップス）・・・・2,160円から

肌着（ボトム）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円から
ショーツ・・・・・・648円から
パジャマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円から

100点限り

Tバックショーツ各種 50点限り

カップ付きインナー各種 60点限り

カジュアルルームウェアトップス 50点限り

カジュアルルームウェアボトムス各種 30点限り

カジュアルノンワイヤーブラジャー各種 50点限り

夜間ブラジャー各種

参加無料

30点限り

参加ブランド

［婦人靴］浅草コレクション

有名メーカー 婦人カットアンドソーン各種・・・・・・・・・・3,240円から

半期に
一度の

○限り水

○限り水
○限り水

○限り金

○限り木

○限り土

○限り日

特別価格 日替り提供品

イベントのご案内 正しい下着の選び方～睡眠・日常～
◆5月20日（日）　①午後1時から　②午後3時から

・・・・・・・・・・・・・・・・270円シベリア（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

【FLOプレステージュ】洋梨と苺
のショコラチーズタルト（20cm・
1ホール） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,160円

【資生堂パーラー】
お楽しみ袋（3品入・1袋）

・・・・・・・・・・・・・・260円

【龜屋】
龜どら 求肥たっぷり
粒あん（1個）

地階
エンジョイ
スペースB1

くりーむ工房　　　　　 
期間限定販売会

松戸市の人気の
パン屋さん

昔ながらの懐かしい味、水羊羹とホイップ
クリームをサンドしたカステラケーキ。

お楽しみ袋（1袋）

食パン、シフォンケーキ等が入っ
たお得な詰合せセットです。

◆5月22日（火）まで

5月
オール
ワコール
フェア

　　　　　　  期間中、下記対象
　　　　　　  売場にて3,240円
　　　　　　  以上お買上げで
　　　　　　  1ヵ所スタンプ。合計
　　　　　　  2ヵ所のスタンプを
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。

 5階催場 ワコールセール会場

 4階 ワコールメン（紳士肌着）
 5階 らくラクパートナー

 2階 ワコール、ワコールナイティ 3階 フィットネス（CW-X）

 6階 ワコールキッズ・マタニティ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,776円
プルオーバー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,344円
チュニック

セルフマート ベストセレクション ◆5月20日（日）まで ◆地階＝食料品

・・・・・・・・・・・ 300円
・・・・各159円

・・・・・499円

ネスカフェ 
ゴールド
ブレンド
（80g・1本）

ダノン デンシア
（80g×4）・ビオ各種
（75g×4）・明治 スラ
イスチーズ・
とろけるスライス
チーズ・ピッツア
ミックス
（各1個）

各139円

明治 
ブルガリア
ヨーグルト
（プレーン・
脂肪0／各400g）・
マルちゃん 
焼そば（150g×3）・
冷し生ラーメン
（110g×3）
（各1個）

丸彦製菓 
厳選6品
米菓各種
（各1袋）

・・199円
各日お1人様2点限り

よりどり2個

・・・699円

赤羽商店
瀬戸内産
寿司焼
海苔（24枚・
1袋）

1,790円

産地精米
新潟県産
コシヒカリ
しらゆき米
（5kg・1袋）

5　16　  20水 日 【島根県・にほんばし島根館】
期間限定販売会

・・・・・・・・・・・・540円【彩雲堂】若草（1個）

毎月6・16・26日はFLOの日

先着20点限り 先着100点限り※セルフマートパンコーナー

※5月20日（日）までの販売となります。

※島根名産品を各種取り揃えております。


