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049（224）1111（大代表）〒350-8511 川越市新富町2-6-1

営業時間：午前10時～午後7時
まるひろホームページは、こちらから➡
http://www.maruhiro.co.jp

●川越店 5月の店休日のご案内 　　　26日（水）
※アトレマルヒロは営業しております。ぜひご利用くださいませ。

新型コロナウイルスの状況により営業時間の変更や臨時休業をする場合がございます。
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◆5月10日（月）まで ◆5階催場〈最終日は午後5時閉場〉
※都合により店舗の出店が休止となる場合がございます。
※交通事情、天候の都合により入荷が遅れる場合もございますのでご了承ください。
※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※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。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

会場内でお召し上がりいただく
メニューとなります。

TOKYOから日本のものづくりを世界へ発信｡クリエーターの
想いと技を込めた様々なアイテムをご紹介いたします｡

【八重洲とよだ】ぷれみあむ海苔弁
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,500円（税込1,620円）

【なだ万厨房】ローストビーフと
桜海老御飯のお弁当
（1折）

【銀座久兵衛】 銀座の老舗鮨店「久兵衛」がまるひろ初出店。

【イマノフルーツ】フルーツサンド各種
（1パック）

【俺のBakery】
銀座の食パン ～香～
（2斤）・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格926円

（税込1,001円）

【自由が丘・マジドゥショコラ】
自由が丘生チョコロール（1個）
・・・・・本体価格574円（税込620円）

【巣鴨・パティスリーヨシノリアサミ】
いちごとピスタチオのフレジエ（1個）
・・・・・本体価格800円（税込864円）

【Shohei Manago Chocolatier】
バニラバターロール（1個）

冨貴寄 赤丸缶（190g・1缶） 冨貴寄 にゃんにゃん 白猫（120g・1袋）

・・・・・本体価格574円（税込620円）

【新橋・御菓子司 新正堂】
切腹最中（5個入）
本体価格1,344円（税込1,452円）

本体価格1,400円（税込1,512円）

【巣鴨・みずの】
元祖塩大福（5個入）
・・・・・本体価格602円（税込651円）

【豊洲・茂助だんご】茂助
だんご（こし餡・つぶ餡／各3本入）

【銀座・銀座菊廼舎】

・・・・・本体価格528円（税込571円）

・・・・・本体価格700円（税込756円）

【東京會舘】
マロンシャンテリー
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格908円

（税込981円）

【築地丸武】
江戸前玉子焼
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格922円

（税込996円）

【高嶋家】
うなぎ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・本体価格2,800円

（税込3,024円）

・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格850円
（税込935円）

・・・・・・・・・本体価格2,000円
（税込2,160円）

【日本橋せいとう】
熟成和牛ハンバーグサンド
（6個入）・・・・・・・本体価格2,000円

（税込2,160円）

【肉の大山】
東京ビーフ食べ比べ弁当
（1折）

【アトリエリモ】
「花を創るときめきと喜び」をコンセプトにオリジナル
デザインのアートフラワーをご紹介いたします。

【めぐりて】
日本の伝統工芸の魅力､代々継承された技
を職人自ら発信。作り手と使い手がつながるお店。

【b3Labo】
東京・浅草橋に工房を構え厳選した上質レザーを
使用した革小物、バッグをご紹介いたします。

・・・・・・・・・・・本体価格2,102円
（税込2,271円）

【泉屋東京店】
スペシャルクッキーズ
（7種200ｇ）本体価格1,200円

（税込1,296円）

【銀座木村屋聰本店】
酒種 五色（桜・小倉・けし・うぐいす・
白／5個入）・・・・・・・・・・・本体価格790円

（税込854円）

【銀座ハゲ天】
大海老天丼
（1食）

　にぎり（1人前）

　太巻き（1本）

厳選した肉を
ふんだんに
使った贅沢な
海苔弁当。

老舗フルーツ店ならではの旬のフルーツを使った
フルーツサンド。

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
※最終日は午後4時終了 ※最終日のラストオーダー午後3時30分
 

イートイン テイクアウトでの販売となります。テイクアウト
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※数に限りがございます。

【原商店】揚かま、【黒毛家】牛かつ弁当、

【ごえもんカドヤ】どんどん焼き、　　   　【宝あじ】栽培やま栗、

【栄屋】穴子寿司、【福生ハム】骨付きハム、【浅草梅園】あんみつ、

【山城屋】本わさび漬、【梅祭】梅干、【菊屋中村】まぐろ金ごま、

　　　    【関根の胡麻油】胡麻油、【ナチュラルテラ】サラシア茶、

【マルオオ製茶おおいし】深むし茶、　　　    【勝手処一鶴】真あじ開き

その他の出店店舗

工芸品その他の出店店舗 【門脇硝子加工所】江戸切子、
【大矢製作所】銅おろし金、【龍竹工芸所】竹箸

【ヤマナシ】牛革
ウォーキングシューズ
本体価格9,000円（税込9,900円）

浅草伝統の技が光る
逸品特集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格950円（税込1,045円） ・・・・・・・・本体価格600円から（税込648円から）
オムレツライスハヤシソース
（1食）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格800円（税込880円）
ハイカラビーフカレー
（1食）

【日比谷松本楼】日比谷公園に佇む洋食の名店。
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各日先着100点限り

先着100点限り 先着20点限り

各日午前11時からの販売、各日先着120点限り

各日先着各50点限り
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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。➡

※メニューは写真と異なる場合がございます。

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,500円（税込3,850円）

・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,500円（税込3,780円）
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暮らし、素敵に。                     まるひろ川越店

店舗＆従業員の取り組みお客様へのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとお願い

お客様同士、適度な距離を
保ってのお買物のお願い 

少人数でのご来店入店時の手指の消毒お客様へマスク着用の
お願い

マスク着用と
検温を実施します

定期的な換気と
消毒を行います

いつもより距離をとって
ご対応します

現金・カードはトレーにのせて
お預かり、お渡しいたします

混雑時には3つの密回避
のため、入場制限を実施

●予告 次週5階催場のご案内　●5月12日（水）～17日（月）〈最終日は午後5時閉場〉

いきいきカラダフェア

●足裏バランスチェック
●無料健康測定コーナー「血管年齢測定」

イベントの
ご案内

かかとのない健康シューズ 
ロシオ・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格12,800円（税込14,080円）

足を入れて直立した際に、地面との傾斜が
15度になるように設計された靴底構造で
自然と背筋が伸びた姿勢に。

美しい姿勢は足元から。足裏の三本の
足弓（アーチ）を最適な状態で支える
ことにより足からバランスを整えます。

※バランシアは足の形とサイズを計測したオーダーメイドのインソール（中敷）と
なっております。※商品のお渡しは、承りから約40日後となります。

オーダーインソールバランシア（ブラック・ブラウン／
日本製）・・・・・・・・・・本体価格100,000円（税込110,000円）

スポーツウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格2,000円から

（税込2,200円から）

スポーツ
シューズ各種
本体価格

5,000円
（税込5,500円）

〈スポーツジュエン〉バーゲン
東京上野にある老舗総合スポーツショップが
期間限定出店。 スポーツウェア、フィットネス
水着をお買得価格でご提供いたします。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

〈ワコール〉
サンクスセール

ブラジャー・ガードル
・・・・・・・・・・・本体価格各3,500円から

（税込各3,850円から）

肌着トップ
本体価格2,000円から
（税込2,200円から）

肌着ボトム
本体価格1,600円から
（税込1,760円から）

パジャマ・・・・本体価格3,900円から（税込4,290円から）

ショーツ・・・・・・本体価格800円から
（税込880円から）

1階＝エンジョイスペース2
〈THREE PANS〉
期間限定ショップ

◆5月18日（火）まで

4階＝エンジョイスペース8
〈M・Uスポーツ〉
母の日ギフトフェア◆5月11日（火）まで

〈スリーパンズ〉
手織りポーチ各種
・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,500円から

（税込1,650円から）
遠州綿紬エプロン各種
・・・・・・・・・・・・・・本体価格7,727円から

（税込8,500円から）

②ボール入れ
本体価格4,200円
（税込4,620円）

①ヘッドカバー
本体価格4,600円
（税込5,060円）

③カートポーチ
本体価格7,800円
（税込8,580円）

雑貨からウェアまで
母の日ギフトにおすすめの
商品をご紹介いたします。

母の日ギフトに
おすすめの
ゴルフアイテムを
取り揃えました。

期間限定にて人気のカラーやデザインの
ランドセルを取り揃えました。

ランドセル博覧会 好評開催中！
◆5月30日（日）まで ◆６階＝特設会場

母の日ギフト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格3,000円（税込3,300円）

〈コスメデコルテ〉
コンフォート デイミスト セット＆プロテクト
（60㎖）

ウォータープルーフ効果で
皮脂や汗に強く、メイク
したての美しさをキープ。
潤い補給に欠かせない
ミスト状ローション。
かわいいデザインと
安らぐ香りが
贈り物に最適です。

【1階＝化粧品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,680円（税込1,848円）

〈スチームクリーム〉
LE BOUQUET DE BONHEUR（限定缶）
（75g）

蒸気のチカラと
自然の恵み、
日本発シンプル
クリーンスキンケアの
全身用保湿クリーム。
お花をあしらった
限定缶です。

【1階＝ギフトマルシェ】

・・本体価格2,650円
（税込2,862円）

〈ブールミッシュ〉
苺ブーケ
（4号）

【地階＝味の銘店街】

・・・・・・・・本体価格1,500円
（税込1,620円）

〈鎌倉ニュージャーマン〉
かまくらロール母の日
（12cm・1本）

【地階＝味の銘店街】

・・・・・・・・・・・本体価格7,000円
（税込7,700円）

バッグ

・・・・・・・・・・・本体価格9,000円
（税込9,900円）

〈ヴィカポタ〉
カットアンドソーン
（ポリエステル100％）

若さ、健康、美容を求め
スポーツライフを楽しむ
お母さんへ。

【3階＝婦人服】

・・・・本体価格1,300円（税込1,430円）

〈リコーヌ〉
一例として
マルセイユ石鹸各種（ハニーオリーブラベンダー・オリーブ・
グレープシード／各150g）

南仏マルセイユ
発祥のリコーヌ。
植物由来の石鹸は
香りも優しく泡立ち豊かで
世界中に愛されています。

【5階＝家庭用品】

本体価格3,000円
（税込3,240円）

〈たん熊北店〉
母の日弁当（1折）

旬の素材を丹念に調理し、
贅沢にあしらった
特別弁当を
お楽しみください。

【地階＝食品特設コーナー】

本体価格5,000円
（税込5,500円）

エプロン各種

色とりどりの花や
愛嬌のある
キャラクターが
付いたエプロン。
母の日BOXに
入れてご用意
いたします。

【5階＝家庭用品】

※5月8日（土）・9日（日）の販売、
　各日なくなり次第終了となります。

※5月7日（金）～9日（日）の販売、
　各日なくなり次第終了となります。

※5月9日（日）限りの販売、
　数に限りがございます。

※写真はイメージです。

5月9日（日）は母の日5月9日（日）は母の日

①
②

③

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格55,000円
（税込60,500円）

〈ふわりぃ〉アプラス

取扱い
ランドセルは
最軽量クラス！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格60,000円
（税込66,000円）

〈ふわりぃ〉ZIP

男女ともに
人気の大容量百貨店モデル！

総本数
３００本！

◆5月9日（日）まで ◆各階にて
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