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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）

●6月17日（日）まで
●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。
※品切れの際はご容赦ください。

父の日
ご馳走
メニュー

6/17○日
美味しさ、いろいろ

〈ファクトリエ〉期間限定ショップ 〈ポータークラシック〉
期間限定ショップ

まるひろ父の日ギフトコレクション6/17○　父の日 「ありがとう」記念日。日6/17○　父の日 「ありがとう」記念日。日

●6月19日（火）まで
1階＝エンジョイスペース1

●商品は受注販売と
  なります。
（展示品はご試着用
です）
●後日無料にて配送
  承ります。

今治タオル生地の肌触りを。

「メイド・イン・ジャパン」の工場直結の
〈ファクトリエ〉より、情熱とこだわりが
詰まった商品をご提供いたします。

ポータークラシックの画期的バッグ「ニュートン」は〈昭和西川〉の
敷きふとん「ムアツ（muatsu）」をストラップに採用。3年の歳月を
かけて開発した体に優しい新体感バッグを販売いたします。

ショルダーストラップ部分
人間工学に基づいて重さを
分散させる「muatsu」だから
荷物が軽く感じる！　

撥油撥水防汚加工。

経年変化で味が出る。

●各階にて開催豊かな感性と伝統の技が織りなす、
ゆるぎないクオリティ。

ビアタンブラー（幅72×高さ127mm・
容量400㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

45,360円

ボートネック
チュニック
（麻100％／
フリーサイズ）

・・・9,720円

オーガンジー
ストール（藍染
／麻100％／38×
190cm・フリーサイズ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円
バッグ（30×22×7cm／外布：麻、内布：綿）

・・・・・・・・・・・・・・・37,800円

〈イビサ〉
ラフィアセミショルダーバッグ
（33×37×15cm）

●6月19日（火）まで ●6月19日（火）まで ●6月17日（日）まで

●6月19日（火）まで ●5階＝食器

ひとつひとつに願いを込めて・・・
和のモダンなシルバーアクセサリーの
販売会です。

マダガスカル産のラフィアを使用し、国内で
丁寧に仕上げた夏らしいバッグ。
編み方、カラー共に〈イビサ〉オリジナルの
こだわりぬいた一品です。

金属加工の街「燕」の職人が生み出した
ビアタンブラー。薄く削り込み磨き上げた
飲み口は、心地よくスッキリとした口当たり。
きめ細かい泡がビールのおいしさを引き立
てます。

〈水田商店〉
小千谷ちぢみ
フェア

〈イビサ〉
サマーバッグ
フェア

〈磨き屋シンジケート〉
酒の器特集〈流線〉

期間限定ショップ

シルバーアクセサリー

39,960円
・・・・・・16,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・13,500円純銀リング
シルバータイピン
シルバーとんぼピンズ

       1階
エンジョイ
スペース2

       1階
エンジョイ
スペース2

ちぢみは麻100％の天然素材。シャリ感と
透け感が夏にぴったりなファッションです。

       3階
エンジョイ
スペース6

       4階
エンジョイ
スペース8

手描きならではの勢いある柄を
インクジェットプリンターを駆使して様 な々
アイテムをご紹介いたします。

〈Miutt〉
夏の雑貨・
小物フェア

17,820円
　雨傘

10,800円
　ストール

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
　今治タオルシャツ（綿100％／M～LL）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,999円

　「ニュートン」デイパックS
（24×34×10ｃｍ／ナイロン）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,499円

　「ニュートン」ショルダーバッグ
（26×17×9ｃｍ／ナイロン）

・・・・・・・・・・12,960円
　児島のずっときれいなコットン
パンツ（綿100％）

9,800円　6ポケット帆布バッグ

健康寝具の
パイオニア

バッグ作りの
プロ

軽さのヒミツ

人気地酒純米5本セット
（300㎖×5本入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円

　【新宿高野】
パパデコール
（4号・12cm）

・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

　【ロイスピエール】
父の日ケーキ
（横75×奥行120×高55mm）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円

【ぽんぽこ亭】
うなぎ蒲焼
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円

【東信水産】
本まぐろ大とろ刺身6点盛
（1パック） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

【東信寿司】天然本まぐろづくし
（中とろ・赤身各3貫入・1折）

【丸広ミート】〈国内産〉黒毛和牛
ロース肉ステーキ用（リブロース・
サーロイン／約200g・各1枚）2,499円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

●6月17日（日）限り ●地階＝食品催場

日頃の感謝込めた贅沢グルメ。 お父さんだって甘いものは大好き。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

【RF1】柔らか薄切り
ローストビーフさっぱりサラダ
（100g当り）

・・・・・・・・・・・2,700円

　【なだ万厨房】
父の日御膳
（約9×13×高さ10cm／
2段・1折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円

　【新世界グリル梵】極上ビーフ
ヘレカツサンド（ハーフサイズ／
4切入・1折）

先着20点限り

※6月16日（土）・17日（日）のみの販売となります。

まるひろ
初出店

まるひろ
初出店

※一部商品は後日渡しとなる場合がございます。
※6月20日（水）～26日（火）は4階＝特設スペースにて販売いたします。

ミュート
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水

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

◆6月20日（水）～25日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

大江戸物産展
●予告 川越店次週5階催場のご案内
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今週の5階催場のご案内 ◆6月18日（月）まで 〈最終日は午後5時閉場〉

彩の国から夏の贈り物 
2018 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30日（月）まで
◆5階催場〈最終日は午後5時閉場〉 Kobatonお中元ギフトセンター好評開催中！

●〈埼玉県産他〉
きゅうり（3本）

●〈新潟県産〉
まいたけ（1パック）
お1人様2点・先着300点限り

お1人様6本・先着1200本限り

●〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）レタス（1個）
お1人様2点・先着500点限り

●〈熊本県産〉
グミニーミニトマト（100g当り）
お1人様2点・先着200点限り

●〈フィリピン産〉
デルモンテバナナ（1袋）
（▲▲▲）お1人様2点・先着500点限り

今月は
6月15日（金）
販売！川越店500セット限定お１人様１セット限り

※詳しくは、別館4階=友の会カウンターまで。

●500円券11枚（5,500円分）を5,000円で販売。 
●友の会カウンターにて販売いたします。
※上記、大人のエンジョイサークル会員の方が
　ご購入いただけます。

1割
お得な予告

サークル
登録受付中！

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。

このカードが▶
対象です。

◆6月18日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉 ◆東口駐車場脇ビル=1階

◆6階=ベビー用品

◆6月17日（日）午後1時～／午後3時～
◆1階＝西口店頭特設スペース

◆6月17日(日)まで
◆10階＝さくら草ホール

有名ブランド特別セール60～20％OFF

〈赤ちゃんの城〉ジャパンメイドフェア
ナニワの高速ウクレレ少年！
近藤利樹ミニライブ＆サイン会

こども電車教室in川越

〈オロビアンコ〉〈ロンシャン〉〈マリメッコ〉
などのインポートバッグや有名ブランド雑貨、
〈ハンター〉のレインブーツなど特別価格で
豊富にご紹介します。

ご来場粗品 Present
ご来場いただいたお客様に先着で素敵な
プレゼントを差しあげます。※数に限りがござい
ます。なくなり次第終了とさせていただきます。

予告

観覧自由

各148円

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

 ・・・・・・・・・・・・・・・・各399円
東洋水産 マルちゃんの
冷し生ラーメンしょうゆ・
ごまだれ（各110g×3）

はごろも シーチキン
Lフレーク・マイルド
（各70g×4缶）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

【丸広ミート】日本ハム 
シャウエッセンウインナー
（127g×2・1束）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　699円
〈茨城県産他〉赤肉メロン
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
【東信水産】〈チリ産〉銀鮭切身
（3切・1パック）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円
【塩干コーナー】〈三重県産他〉
うなぎ蒲焼（1串）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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1ℓ）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179円

【丸広ミート】岩手県産
南部どりもも肉唐揚げ用
（100g当り）

10,800円

10,800円

アンサンブル

カットアンドソーン

ワンピース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円

　〈マカロン〉
ブラウス
スカート

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円

【丸広ミート】国産牛
（交雑種）バラカルビ焼肉用
（100g当り）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・189円

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1000㎖・1本）

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

〈千葉県産他〉きゃべつ（1個）

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

〈ニュージーランド産〉
キウィフルーツ（グリーン）（1個）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・580円

【東信水産】〈静岡県産〉
釜揚げしらす干
（150g・1パック）

 ・・・338円
【塩干コーナー】博多鳴海屋 
あごだしたらこ（80g）

 ・・・・1,680円
【塩干コーナー】〈愛知県産他〉
うなぎ蒲焼（1尾）・・・・・・・・・・・・・299円

にんべん フレッシュパック
ソフト（4.5g×8P）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各378円

鎌倉ハム 熟成ロースハム・
熟成ももハム（各75g）・
熟成ベーコン（90g）
（1パック）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円

【東信寿司】天然本まぐろ入
握り寿司セット（10貫・1折）

 ・・・・・・・・1,680円

【東信寿司】本まぐろ握り
寿司づくし（大とろ・中とろ・
赤身／6貫・1折）

〈アメリカ産〉グレープ
フルーツ（ルビー）（1個）
お1人様5点・先着200点限り

・・・・・・・・　499円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
〈和歌山県みなべ町産〉南高梅
（2Lサイズ／約1kg入・1袋）

お1人様5点・先着500点限り

お1人様2点・先着300点限り

お1人様5点・先着300点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,680円

【東信水産】
本まぐろ刺身づくし
大とろ・中とろ・赤身3点盛
（1パック）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円

堀商店 
新潟県岩船産コシヒカリ
（5kg）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・699円

【丸広ミート】〈国内産〉
黒毛和牛もも・肩肉切落し
（100g当り）

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

〈群馬県昭和村産〉
（産地直送）ほうれん草（1袋）

〈茨城県産〉青肉メロン（1個）

・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　各399円

味の素 オリーブオイル
EXバージン（400g）・
健康サララ（600g）

・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　599円

笛木 金笛胡麻ドレッシング
（390㎖・1本）

お1人様2点・先着300点限り

お1人様各2点限り

〈埼玉県川越市産〉
（産地直送）えだまめ（1袋）
お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　499円お1人様2点・先着100点限り

〈ニュージーランド産〉ゼスプリ
ゴールドキウィフルーツ（4個）

お1人様1ケース（6本）限り

お1人様2点・先着100点限り

【東信水産】は15●限り金

ポイント
まるひろ
Mクラブカード

〈インドネシア産他〉
ブラックタイガー
海老（10尾）

婦人
ファッション
バーゲン

・・・・3割引

ハーゲンダッツ
アイス 店頭表示
価格（税抜）より
レジにて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・5割引

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

・・・・・2割引
【丸広ミート】牛・豚・鶏各畜種焼肉用
店頭表示価格（税抜）よりレジにて全品

・・・・・・・・・・2割引

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

【東信水産】
大とろ（1柵）

お1人様2点・先着100点限り

お1人様2点限り

15点限り

7,560円20点限り

15点限り

・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　699円
笛木醤油 春夏秋冬のだしの素
（1ℓ）

・・・・・・・・199円
JA全農たまご 実りの
赤たまご（10個入）

お1人様2点限り

・・・・2,500円から
中とろ（1柵）・・・・2,000円から
赤身（1柵） ・・・・・・・1,800円から

午後2時から本まぐろ解体販売

初夏の人気作家絵画展
今展では、国民的日本画家の東山魁夷先生、
古典絵画の伝統的イメージを現代的な
ユーモラスな筆致とモチーフで描く日本画の
古屋野雄紀先生、日本画家の武蔵原裕二
先生を特集いたします。また、人気作家の
作品200余点を一堂に展覧いたしますので
ぜひこの機会にご高覧ください。

　古屋野雄紀
「富士図」
（日本画/10S）

356,400円

刺繍がまぐち各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

ベネチアンネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・8,964円

　東山魁夷
「白馬の森」
（新復刻画／

リトグラフ）

2,484,000円

　武蔵原裕二
「虎視」
（日本画/10号）

540,000円

甘撚りの生地を使ってつくりあげたこだわり
のベビーグッズ。赤ちゃんをふんわりやさしく
包む今治タオルシリーズです。

素晴らしい高速
グルーヴを生みだす
テクニックは必見です！
さらに当日、会場で対象
商品ご購入の方は
ミニライブ終了後
サイン会にご参加
いただけます。

巨大ジオラマの上で鉄道模型の運転体験
やペーパークラフトの体験ができます。鉄道
各社の貴重な展示物もございます。

　　　　　期間中、〈赤ちゃんの城〉商品を
7,560円以上お買上げのお客様に「ガーゼ
ハンカチセット」を差しあげます。
※数に限りがございます。

※雨天の場合、アネックスA館 
3階＝山野楽器売場内

■お問合せ:アネックスA館 3階＝山野楽器
TEL：049‐224‐2574

Present

3,564円

・・・・・・・・・・500円

・・・・・・・・・・・5,724円

・・・・・・・・・・・6,372円

〈赤ちゃんの城〉
バスタオルローブ

ツーウェイドレス

ベスト

●ジオラマ体験1日フリーパス＆
ペーパークラフト体験費

・主催：全国こども電車教室実行委員会
・後援：埼玉県教育委員会、川越市、川越市教育委員会
・協力：JR東日本、西武鉄道、東武鉄道、JR西日本、JR九州、
 東京メトロ、九州鉄道記念館、津軽鉄道、一畑電車、
 千葉都市モノレール、石川県金沢市、丸広百貨店、
 日本鉄道沿線活性化協会

クラフトフェア ◆6月19日（火）まで ◆別館1階=特設会場

地元埼玉や近郊在住のハンドメイド作家の
婦人服やバッグ、アクセサリーなどの雑貨
を多彩にご紹介いたします。

手作り教室開催
期間中、手作り教室を開催いたします。参加費、
ご参加の申込など、詳しくは各コーナーにて承ります。

※写真は一例です。

※写真はイメージです。

Kumakuma OHAKO 神戸みどり

日替り提供品
6/13
水

16
土

17
日


