
049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 店

◆5月28日（火）～6月3日（月）
〈最終日は午後5時閉場〉

初夏の北海道物産展
第2弾

●予告
川越店次週5階催場のご案内

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）

2019

5/22水

暮らし、素敵に。                     まるひろ川越店

●承り場所： 別館4階=Mクラブカウンター　※対象外売場、商品がございます。　

おトク

22
おトク

33
おトク

※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。

お知らせ　紙面の表示価格は「税抜価格」となります。

※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

②夕張メロンピュア
ゼリープチゴールド
プチキャリー（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

①夕張メロン
ピュアゼリー（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

【HORI】

北海道開拓おかき
（各170ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・408円+税

拓おかき
408（各170ｇ）・・・・・

北海道開拓

〈丸加〉〈近澤レース店〉

■A

■B
①

②

後援＝（一社）北海道貿易物産振興会・（公社）北海道観光振興機構・（一社）千歳観光連盟・
（一社）札幌物産協会・函館市・旭川市・帯広市・釧路市・札幌市・小樽市　　
※当会場でのお買物はポイントサービスの対象外となります。 ※数に限りがございます。
品切れの際はご容赦くださいませ。※写真は全て盛り付け例です。

後援＝（一社）北海道貿易物産振興会・（公社）北海道観光振興機構・（一社）千歳観光連
（一社）札幌物産協会・函館市・旭川市・帯広市・釧路市・札幌市・小樽市

北海道物産展
丸広百貨店創立70周年

初夏の初夏の

今年、ここでしか
味わうことができない

数量限定の
記念弁当！

○バウムクーヘン「妖精の森」
（5個入）
1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円+税

○ブッセケーキ「北の夢讃童」
（4個入）

4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円+税

○　　　 よもぎまんじゅう
「夢開拓草饅頭」
（6個入）

5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・642円+税

○　　　 カヌレ風焼き菓子
「天使の鈴」
（3個入）

2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税
○　　　 フルーツケーキ
「果樹園の六月」（1本）
3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　1,204円+税

【北菓楼】

北の大地をふるさととしたお菓子づくり、お客様との
ふれあいを大切にしている北菓楼は、皆様のご来店
を心よりお待ちいたしております。

ホリは創業の地、砂川でのお菓子づくり
にこだわります。

○マルセイバターサンド
（5個入）

1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・602円+税

○　　　 十勝六花
（7個入）
4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・713円+税

○霜だたみ　
（5個入）

3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・630円+税

○マルセイバターケーキ
（5個入）
2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・620円+税

【六花亭】

北海道を拠点とし良質素材にこだわったお菓子
作りに取り組み、ひとつ鍋（最中）からマルセイバター
サンド等、昔からみなさまに愛されております。

チョコマロン（4個入）481円+税 北加伊道（1個）・・・・・・・・・・111円+税ひとつ鍋（6個入）・・・・・・・759円+税

積丹町・
海のや

積丹半島の大自然に恵まれた新鮮な魚介類を
取り揃えている「民宿 海のや」の自慢の弁当を
ご堪能ください。

実演

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　2,300円+税各日先着70点限り

小樽本館限定

実演
限定品

限定品

・・・・・・・・・・・・1,700円+税

函館市・やきにく
れすとらん沙蘭

創業以来、極上のお肉を存分に美味しく
味わっていただくことを一貫している本格派
焼肉のお弁当をご堪能ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　           2,300円+税

道産ブランド牛「サロマ黒牛」のステーキをのせ、
旬の北海道産アスパラのソテーをのせた
ボリュームたっぷりのお弁当です。

北 の 茶 屋

北の茶 屋

営業時間：午前10時30分～午後7時
※ラストオーダーは午後6時30分 
※5月27日（月）最終日は午後4時終了
※5月27日（月）最終日のラストオーダー午後3時30分

□海のや弁当（1折）←

□まるひろ70周年記念弁当
（1折）

←

□大将の焦がし
味噌らーめん
（1杯）

↑

□焼肉屋さんのステーキ弁当 旬のアスパラ
ソテー添え（1折）

←

←□サーロインステーキ重（タレ・ネギ塩／1折）1,500円+税

○バウムクーヘン○○

あの名店が
70周年記念の
特別出店！

1店舗926円+税以上でスタンプを1つ
押します。スタンプが３つ溜まりましたら、
名産品が当たる抽選会にご参加いただけます。
5月27日（月）はWスタンプ

ガラポン抽選会

次週初夏の北海道物産展　　　「十勝特集」

北海道の名産品が
その場で当たる

（926円+税以上で2スタンプ）

まるひろ川越店
友だち募集中！！
このマークが
「LINEクーポン」対象店舗です。➡

午後5時からのおトクなサービス！
「初夏の北海道物産展」
 200円割引クーポンプレゼント！

◆5月22日（水）～26日（日）　
　各日午後5時から5階催場にて配布。

◆5月28日（火）～6月3日（月）

5階催場内にて当日のみ有効。詳しくは売場係員におたずねください。

※こちらの商品は第1弾のみとなります。※こちらの商品は第1弾のみとなります。 ※こちらの商品は第1弾のみとなります。

各日先着50名様・お1人様1枚限り

SUMMER FASHION
,19　まるひろ　サマーコレクション

食品日替り特価5/22水 26 日

22
水

24
金

26
日

◆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。

アイス（ハーゲンダッツ他
一部商品を除く）
（税抜）よりレジにて・・・・・・・・3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3割引

【丸広ミート】岩手県産
南部どり・岩手がも
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
店頭表示価格（税抜）より
レジにて・・・・・・・・・・・・・・・・・全品3割引

【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・・・・・・・・・・・・・・・・・全品3割引

【丸広ミート】牛・豚・鶏 各畜種
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

23
木

25
土

・26 日25 土

生活応援プライス

初年度年会費

無料！

年間お買上げ総額に応じて
ポイント進呈率が変わります。

ポイント進呈 10%！最大
売場にてカード提示で

さらに1,000円お買上げで4時間無料。
無料！2時間

有料駐車場

※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。

　まるひろMクラブカード［クレジット付］
スターカード、アトレMクラブカード

■5月26日（日）まで
■1レシート30,000円+税以上が対象です。
※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。

まるひろ分割払い無金利開催
無金利キャンペーン

キャンペーン対象カード

期間限定！ 手数料はまるひろが負担します。 まるひろスターカード
新会員募集中！

ヨコハマ元町発のトラディショナル
バッグブランド〈キタムラK2〉の
春夏の新作をご紹介いたします。

〈キタムラK2〉サマーコレクション

【東信水産】
〈鹿児島県産〉うなぎ長焼
（1尾）・・・・・・1,380円+税
近藤乳業 酪農牛乳
（1本）
（2本）・・・・・・・・・・・・300円+税

・・・・・・・・・・・・178円+税

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（約400g･1パック）

・・・280円+税

【塩干コーナー】
かねふく 辛子明太子
（300g入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円+税

〈青森県産〉
ふじりんご（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　95円+税

【東信水産】〈長崎県産〉
真あじ開き（3枚）・・・・・・500円+税
丸広暮らしに良品 焼のりすしはね
（20枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円+税

【もぎ豆腐 三之助】
試食販売会

【京漬物 大安】
試食販売会

【パスコ】スペシャルセレクション
試食販売会

【キムラヤ】プルミエール
試食販売会

◆5月28日（火）まで　

◆5月28日（火）まで

の2日間

横浜元町フェア
1階＝エンジョイスペース1

青果9595円+税円+税均一均一青果95円+税均一

●〈埼玉県産〉きゅうり
（3本） お1人様6本・先着5000本限り

お1人様5個・先着3000個限り お1人様6個・先着2400個限り

お1人様2個・先着1000個限り〈熊本･茨城県産〉
青肉メロン・赤肉メロン（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円+税

お1人様2点
先着600点限り

お1人様2個・あわせて先着400個限り

【東信水産】
〈モーリタニア産〉
真だこ（ボイル）
生食用
（100g当り）
・・・298円+税

【東信寿司】
かに丼（1折）・・・・・・・・・・・・780円+税

〈佐賀県産他〉
新玉ねぎ（3個）

95円+税

丸広 六条大麦麦茶
（10g×30袋入）・・・・・・・・・・・188円+税

くらまき 寄せ豆腐・枝豆寄せ豆腐
（各250g）・・・・・・・・・・・・・・・・各118円+税

【塩干コーナー】
〈宮崎県産〉
うなぎ長焼
（大／1尾）

1,680円+税

【東信水産】
〈インドネシア産〉
天然ホワイトえび
（10尾・1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円+税

〈フィリピン産〉
ゴールデン
パイン
（1パック）

・・・380円+税

JA全農たまご 朱のしずく
（10個入・1パック）・・・・・・178円+税

イトーセーブ 棚田の恵み
魚沼産コシヒカリ（5kg）・・・・・2,490円+税

【東信水産】〈北海道産〉帆立貝柱
生食用（200g・1パック）880円+税
【塩干コーナー】
まるひろ干物セット（真あじ・
さんま・縞ほっけ半身・さば半身／
各2枚計8枚入）・・・・・・・・・・980円+税

試食販売実施

●〈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

●〈茨城県産〉ピーマン
（1袋） 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

●〈アメリカ産〉グレープフルーツ（ルビー）
（1個） お1人様5個・先着2000個限り

●〈フィリピン産他〉バナナ
（1袋） お1人様2点・先着200点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円＋税シベリア（1個）

【くりーむ工房ルフラン】
期間限定販売

　◆地階＝食品催場　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,000円+税

〈ヒューマンウーマン〉
ダンガリーシャツワンピース
（綿100%／M）

・・・・・・・・・・・・21,000円+税
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,000円+税

〈ミキシングブルー〉
ブラウス（ポリエステル100％）
スカート（綿100％）

・・・・・・26,000円+税

〈トゥモローランド〉
ワンピース
（レーヨン55％・麻45％）

初夏に合う開襟のワンピースは気
温差の防寒や羽織としても使い勝
手の良いアイテムです。      

・・・・・・・・・・・・36,000円+税

〈インターメッツォ〉
FLYジャケット（ポリエステル
100％）

23,000円+税

〈シンプルライフ〉
カバーン（ポリエステル41％・
　　綿30％・リヨセル27％・ポリウレ
　　　　タン2％）

ニット切り替え
Tシャツ（綿100%）

・・・・・・・・・・15,000円+税・・12,000円+税
コンビTシャツ（綿100％、別地：
麻100％）

軽量素材のセットアップに
イタリアンリネンをMIXした
Tシャツのコーディネート。

・・・・・・・・・・・・31,000円+税

・・・・・・・・・・・・17,000円+税

〈ICB〉
ジャケット（ポリエステル49%・
トリアセテート30%・綿14%・
麻7%）

パンツ（ポリエステル49%・
トリアセテート30%・綿14%・
麻7%）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,000円+税
ブラウス（綿100%）

着やすさと機能性を合わせ持った
ニューセットアップ。単品としても
使いやすい仕様です。

清涼感あるトップスにニット
切替えTシャツでアクセントを。

・・・・・・・・・・・・各21,000円+税

〈ジェオックス〉
サンダル
（サイズ：35・36・37）

・・・12,000円+税
帽子

夏の定番のレーヨンリネンシリーズ。
フレンチスリーブのデザインで
女性らしいシルエットに。

①
・・・11,000円+税②

【1階＝婦人靴】

■夏の足元は
ウェッジソールで
アクセントを
つけて。

B■涼しげで愛らしい
フォルムが魅力です。
A

【3階＝トゥモローランド】

【4階＝紳士カジュアル】

【2階＝ミッシースポーツ】

【4階＝紳士カジュアル】

■女性らしく優しい印象のブラウスとウエスト周りをすっきり
させたデニムスカートをあわせたフェミニンなコーディネート。
←

【3階＝ヒューマンウーマン】

【3階＝ICB】

■1階＝婦人靴
■2階＝バッグ　■2階・3階＝婦人服
■4階＝紳士服
■アネックスC館1階

・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　各991円+税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円+税

□大将の辣油
辛味噌らーめん
（1杯）

↑

□熟成味噌らーめん（1杯）

←

○1

○2

○4

○1

○1

○2

○2

○3

○4

○5

砂川市

砂川市帯広市

○3

タラバ棒肉、ズワイフレーク、ズワイ爪下肉、
花咲カニ、ぼたん海老、うに、いくらの7種類
の海の幸を贅沢に盛りつけました。

黄金色に輝く完熟させた
コシの強い麺、コクが強い
透明なチンタンスープ、
中華鍋で野菜とスープ
まで炒った熱いラーメン。
3つの条件が揃った
本物の札幌ラーメンです。

〈ニュージーランド産〉
ゼスプリゴールドキウィフルーツ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　95円+税

〈群馬県産〉
（産地直送）レタス
（1個）

95円+税

〈熊本県産他〉
トマト（1袋）

280円+税お1人様2点・先着500点限り

各日先着70点限り

◆第1弾：「70周年特集」5月27日（月）まで　　　　　　　　　　◆5階催場
◆第2弾：「十勝特集」5月28日（火）～6月3日（月）

〈最終日は
午後5時閉場〉 

〈最終日は
午後5時閉場〉 

初
登場

初
登場

百貨店初出品

初出品

初出品

初出品

初出品

予告

【帯広市・
ルーキー
ファーム】

【帯広市・らーめん胡風】【帯広市・清味屋】

第1弾

第1弾

第1弾 第2弾

第1弾 第2弾

第1弾

第2弾

各日各先着70点限り

【アネックスC館
1階＝マキシン】

お1人様5個・先着2000個限り

　　　　　　期間中、15,000円+税以上の〈キタムラK2〉
　　　　　　の商品をお買上げいただいたお客様先着
100名様に「オリジナルビッグトート」を差しあげます。

Present

その他
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