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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）

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。

よーじや
　粧品コレクション

約 200点のラインナップをご用意してお待ちして
おります。

京都 「よーじや」の期間限定ショップが今年も登場！
あぶらとり紙をはじめとする人気の化粧雑貨や
日本の伝統色の口紅や職人手作りの化粧筆など、

7日間限定

全 10色　
各 2,700円

粧具 口紅
全 24
1,512

黒檀筆　
種　
円から

日11月14日（水）～20 （火） 1階＝エンジョイスペース1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

〈シュウウエムラ〉ガナッシュ
アンドプラリネブラシコフレ

まるひろMクラブカード・
アトレMクラブカード・
まるひろスターカードの
いずれかをご提示ください。通常のポイントにプラス2ポイント。

まるひろ
Mクラブ
カード

Christmas　        Coffret ポイントフェア
◆１階＝化粧品　◆11月18日（日）まで　　 　　11月21日（水）～25日（日）クリスマスコフレ特集 予告・2弾

セット内容
●フェイスブラシ　●チークブラシ
●アイシャドーブラシ　●アイブローブラシ
●オリジナルポーチ

□高級チョコレートブランド
〈ラ・メゾン・ドゥ・ショコラ〉とコラボした
ブラシセットが登場。今だけの特別
キットです。

↑

11月16日（金）数量限定発売

13,500円
〈クリニーク〉フレッシュプレスト 
C10ホリデイセット
セット内容
●フレッシュプレスト C10 デイリーブースター
（美容液／8.5㎖×4本）　●モイスチャー
サージ72ハイドレーター（保湿ジェルクリー
ム／29g）　●オリジナルポーチ

□ビタミンCをフレッシュなうちに使い
切る革新的エイジングケア美容液と、
ロングセラー保湿ジェルクリーム、オリ
ジナルポーチのついた限定セット。

↑

11月22日（木）数量限定発売

〈カネボウ〉ホリデイコレクション
2018

□濃厚なカラーと繊細なきらめきを
楽しむ限定コレクション。ジュエリー
ボックスのようなベルベット調のオリジ
ナルボックスのこの冬だけのセット。

↑

11月16日（金）数量限定発売

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,760円

〈SK-Ⅱ〉SK-Ⅱフェイシャル
トリートメントエッセンス × 
KARANリミテッドエディション

セット内容
●化粧水（230㎖） ●メイク落とし（15g）
●洗顔（20g） ●ふきとり化粧水（30㎖）

□〈SK-Ⅱ〉ピテラの効果をもっとも
実感できる化粧水と〈KARAN〉が
コラボしたフェスティブだけのリミテッド
エディション。

↑

数量限定発売

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,364円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円

〈ジミーチュウ〉ジミーチュウ ロー 
オードトワレギフトセット

セット内容
●ロー オードトワレ（90㎖）
●ロー ボディローション（100㎖）
●ロー オードトワレパーススプレー（7.5㎖）

セット内容
●モイスチャールージュEX01　Delightful
Red（限定色）　●モノアイシャドウEX01
Calm Black（限定色）　●モノブラッシュ
EX01 Lustrous Beige（限定色）
●オリジナルボックス

□エレガントさの中にも、センシュアル
で自由なスピリット、斬新な大胆さを
持つ女性を象徴した新作フレグラ
ンスのギフトセットです。

↑

・・・・・・・・・・・・・・864円～2,160円

〈ハウス オブ ローゼ〉アロマル
セット LC&GF シリーズ

□やさしい甘さのライチと、すっきり
とした酸味のグレープフルーツをブレ
ンドした華やかな香りをシリーズで
発売。ハンドクリームやボディクリーム
などの保湿ケア商品も登場します。

↑
数量限定発売

数量限定発売
※セット商品ではありません



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。

◆11月21日（水）～26日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

新潟物産展

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（金）まで　
◆引取り場所：各階＝オンワード樫山各ショップ

丸広百貨店　　　　　　　　　　　　　　

ご愛用いただいたオンワードの衣料品
1点につき「オンワードグリーン
ポイント1,000ポイント」と
お引換えいたします。　
※引取りアイテムは婦人・紳士・子供・
　ゴルフ等の衣料品で最大20点まで
　お引取りいたします。

■ ポイントご利用方法 
● 有効期限：12月10日(月)まで
オンワードブランドで5,000円ごとに、
オンワードグリーンポイント1,000ポイント
ご利用いただけます。オンワードグリーン
ポイントはまるひろ各店でのみご利用
いただけます。

●予告 川越店
次週5階催場のご案内

今週の5階催場のご案内 ◆11月19日（月）まで〈最終日は午後5時閉場〉

共同企画

Kobaton

埼玉名産品ギフトは
彩の国の百貨店「まるひろ」で。

New

COATFair オンワード・
コートフェア

,18　,19 Winter

　〈iCB〉ダウンコート
（ポリエステル100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39,960円

【3階＝iCB】

高密度の少し起毛のかかったピーチ感
が特徴のダウン素材。
マットですが潤いのあるタッチ感
が特徴です。

ビジネスにもカジュアルにも最適な丈感や
高い保温性に加え、形状記憶性や
撥水機能など耐久性にも優れる。
襟元収納のフードや裏地のジャカード柄
など、細部にまでこだわった逸品。

　〈ジョセフアブード〉
ダウンコート
（ダウン90％・フェザー10％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69,120円

【4階＝トータルカジュアル】

お歳暮ギフトセンター好評開設中！
◆12月21日（金）まで〈最終日は午後4時閉場〉 ◆5階催場

2018 まるひろのお歳暮
彩の国から冬の贈り物

・・・・・・・3,240円から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,424円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

・・・・・・・・・・・・540円から

100点限り
100点限り

ブラジャー各種

ジャケット
カットアンドソーン
パンツブラジャー・ショーツ

Tバックショーツ

80点限りナイトウェア

ワコールサンクスセール 有名メーカー協賛

冬のクイーンサイズバーゲン

日替り限定特別価格

有名メーカーコート各種

水 オープニングサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円10点限り

参加ブランド

→

◆11月18日（日）まで

◆地階＝食品売場

・・・・・・・・・・・・・・・・            498円
〈韓国産他〉まぐろ
切り落し（140g・1パック）

先着200点限り・・・・・・・・・・・・・・・・            150円先着1000点限り

〈チリ産〉銀鮭切身
（養殖／1切）

〈埼玉県産他〉
きゅうり（3本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・          100円 ・・・・・・・・・・・・・・・・            100円

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）

お1人様2点・
先着1000点限り

お1人様3本・
先着6000本限り

・・・・・・・・・・・・・・・             100円

〈香川県産他〉
レタス（1個）

お1人様2点・
先着1000点限り ・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　100円 ・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　299円

〈千葉県産他〉
大根（1本）

お1人様2点・
先着1000点限り

・・・・・・・・・・・・・3割引
〈国内産〉黒毛和牛
店頭表示価格（税抜）より
レジにて

〈愛知県産他〉
トマト（1袋）

3割引
牛・豚・鶏肉各畜種小間切・
切り落し肉店頭表示価格
（税抜）よりレジにて・・・各1,280円

各439円

国産牛（交雑種）・ロースステーキ
（約190ｇ）・サーロインステーキ
（約170ｇ）

ネスカフェ ゴールドブレンド（80ｇ）・コク深め
（80ｇ+10ｇ増量） ・・・・139円

明治 ブルガリアヨーグルト（プレーン・
そのままおいしい脂肪0／各400g） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各199円

丸彦製菓 米菓厳選6品
（1袋）各日お1人様計2点限り

【ｎｏａｋｅＴＯＫＹＯ（ノアケトーキョー）】

・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【両口屋是清】
銘菓詰合せ
（3種計16個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円
ボンボンキャラメルブーケ
（5本入）

2,160円キャラメルバナーヌ（1本）
◆11月27日（火）まで

◆地階＝諸国銘菓期間限定販売会

◆11月20日（火）まで
【両口屋是清】

11/14水
11/15木

11/16金
11/17土

11/18日

食料品お買得

食料品日替り特価

お1人様2点・
先着400点限り

トップス
各種
8,532円

水

50点限りあったかパンツ
土

木

250点限り肌着各種（トップ・ボトム）
金

50点限り腹巻付ショーツ
日

ショーツ各種
1,728円から ・・・・・4,212円から肌着（ボトム）各種 パジャマ各種



セイコー ウオッチフェア
会期：11月 27日（火）まで　　会場：3階 時計

仕事もプライベートも充実した毎日を送る、働く女性を輝かせる高機能レディスウオッチ

輝きを増すあなたのそばで
ルキアも輝きを増していく。
ルキア史上最高の美しさを、
その手に。

SSQV048
84,240 円

チタン / ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 28.0 ㎜

SSQV047
81,000 円

チタン / ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 28.0 ㎜

SSVW128
63,720 円

ステンレススチール/ ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 24.2 ㎜

SSVW126
63,720 円

ステンレススチール/
ソーラー電波修正 /

10気圧防水 / ケース径 24.2 ㎜

2018

11 水14

SSVW129 
66,960 円

ステンレススチール /
ソーラー電波修正 /
世界限定 3300 本 /

10気圧防水 / ケース径 23.9 ㎜

SSVW130 
70,200 円

ステンレススチール
ソーラー電波修正 /
世界限定 3300 本 /

10気圧防水 / ケース径 23.9 ㎜

期間中セイコーの腕時計をご購入のお客様に
先着でオリジナルノベルティをプレゼントいたします。



SAGA259
140,400 円

チタン / ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 43.2 ㎜

SAGA267
140,400 円

チタン / ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 43.2 ㎜

SAGA233
108,000 円

チタン / ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 43.2 ㎜

SAGZ081
70,200 円

チタン / ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 39.0 ㎜

SAGZ083
70,200 円

チタン / ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 39.0 ㎜

世界初のGPS ソーラーウオッチ　セイコー アストロン

ワンランク上のグローバルで活躍する
ビジネスマンに向けた「エグゼクティブライン」

「エグゼクティブスポーツライン」

SBXB123
270,000 円

チタン / ソーラー GPS 衛星電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 46.1 ㎜ / デュアルタイム

SBXB167
275,400 円

チタン / ソーラーGPS衛星電波修正 /
シリコンストラップ/20気圧防水 /
ケース径 46.7 ㎜ /デュアルタイム

SBXB127
270,000 円

チタン / ソーラーGPS衛星電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 46.1 ㎜ / クロノグラフ

SBXB155
270,000 円

チタン / ソーラーGPS衛星電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 46.1 ㎜ /

デュアルタイム

SADZ202
140,400 円

チタン/ソーラー電波修正 /
ケース径 39.1 ㎜ /10気圧防水

SADZ197
108,000 円

チタン/ソーラー電波修正 /
10気圧防水 / ケース径 39.2 ㎜

SWCW147
108,000 円

チタン/ソーラー電波修正 /
ケース径 28.3 ㎜ /10気圧防水

SWCW162
140,400 円

チタン/ソーラー電波修正 /
ケース径 28.0 ㎜ /10気圧防水


