




 ※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

049（224）1111（大代表）
営業時間＝午前10時～午後7時

川 越 店

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

926円
+税

北海道
あずきの
甘納豆
パン（1本）

各日
先着10点限り

2/28日日 
までの販売

A

B

A

B

【東京都・銀座ハゲ天】

特別
提供品

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。➡

　五平餅
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・260円+税

【岐阜県・あけぼのや】
　みたらしだんご
（5本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・510円+税

〈ダコタ〉フェア〈サロン・ド・アルファード〉
3月3日（水）OPEN！

◆2階＝ハンドバッグ

◆3月3日（水）～16日（火）
◆2階＝ハンドバッグ

予 告予 告予 告

コンセプトは「洗練と遊び心」。機能性豊かな
ハンドバッグをご紹介いたします。

使えば使うほど自分のモノになっていく、
革の風合いを活かした商品を提案いたします。

いきいきカラダフェア
◆3月2日（火）まで 〈最終日は午後5時閉場〉

◆5階＝特設会場
足裏の3本の足弓（アーチ）を最適な状態で
支えることにより、｢第2の心臓｣と言われる
足からカラダ全体のバランスを整えます。

「ティント」
（ヤギ革／
H21×W32×
D12cm）

31,000円
+税

〈ユザワヤ〉
ミシン販売会

◆２月２６日（金）～２８日（日）
〈各日午後６時まで ※２８日（日）は午後５時終了〉

◆東側駐車場脇ビル1階
刺繍ミシンや高機能な家庭用ミシンなど
種類豊富に取り揃えご紹介いたします。
専門の販売員がご説明いたします。

試し縫いも可能です。

アニュドール
ブランＶ

クリッタートートバッグ
（約W40×H27×D14.5cm／ポリエステル・牛革）

59,800円
+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,000円+税

オーダーインソール
バランシア
（色：ブラック・ブラウン）
・・・・・・・・100,000円+税

バランシアはオーダーメイドとなっております。
足の形は一人ひとり違います。

バランシアはお客様それぞれの

足の形とサイズを計測した

インソール（中敷）です。

※商品のお渡しはお承りから
　　約40日後となります。

●3月2日（火）まで  ●各階にて開催
Blooming Flowers!

【3階=婦人服】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,000円+税

　〈GabardineK・T〉
ニューカッティングジャケット　
（ポリエステル64％・ナイロン26％・
ポリウレタン10％）

シンプルでありながらも、美しい、
新しいジャケットです。

【3階=婦人服】

・・・・・・・・・・・・ 42,000円+税

　〈マッキントッシュ
フィロソフィー〉
タスランツイル
フーデッドコート
（表地：たて糸ポリエステル
100％・よこ糸複合繊維
（ポリエステル）100％・
裏地：ポリエステル100％）

・・・・・・・・・・・・ 16,000円+税

デニム（綿100％／
革ラベル：合成皮革）

ベーシックなフーデッドコートは、
パンツにもスカートにも合わせやすく、
様々なコーディネートを楽しめます。

23,000円+税
　〈イビサ〉『プント』シリーズショルダーバッグ
（ナイロン・牛革／H19×W28×D8cm）

◆3月3日（水）～9日（火）
◆1階＝エンジョイスペース2

〈イビサ〉フェア

遊び心ある〈イビサ〉の新作。立体的なポケットでより
女性らしいやわらかなシルエットを楽しんでいただけます。 【1階＝シーズングッズ】

・・・・・・・・・・・・ 12,000円+税

　〈ZUKIN〉
婦人帽子（綿100％）

軽さのあるデニムを使用した
つば広ハット。薄くて軽く、
デイリーにお使いいただけます。

【1階＝ゲラルディーニ】
69,000円+税

〈ゲラルディーニ〉
ハンドバッグ
（ポリエステル・ポリウレタン
コーティング）

［NEW］

メイド イン イタリーの上品で
こだわりのバッグをご紹介
いたします。

【1階＝婦人靴】

【1階＝アクセサリー】

・・・・・・・・・・・21,000円+税

　〈ECCO〉婦人
カジュアルシューズ
（35～39）

アクティブでいられる
機能を満載した人気の
スニーカー。より通気性を
高めた新作が登場。

期間中、〈イビサ〉
職人による
〈イビサ〉製品の
お手入れ、修理
相談サービスを
行います。

ニューショップの紹介
軽やかに春を楽しみながら。服飾雑貨やスイーツの人気ブランドが新登場！

ダイヤモンドを中心に石の買い
付けからデザインや加工、製造
まで全て自社で携わっている
ブランド。「世界でひとつだけの
輝き」です。

3月1日○オープン！月

Present
お買上げのお客様
先着30名様に
「オリジナルマグカップ」を
差しあげます。

〈Ｋ’S INTERNATIONAL〉

・・・・・・・・・・・・・・・・ 130円+税

・・・・・・・・・・・・・ 1,000円+税

Aかまくらカスター
（カスタード／1個）

Bかまくらロール
（プレーン／1本）

【地階＝味の銘店街】

自然に恵まれた古都・鎌倉。〈鎌倉ニュー
ジャーマン〉は1968年に創立いたしました。
これからも鎌倉の風土を愛しスイーツで
笑顔を届けてまいります。

〈鎌倉ニュージャーマン〉

1,200円+税A黒船カステラ（1本）

・・・・・・・・・1,300円+税
Bカステララスク 桜
（ラスク6本＋桜6本）

【地階＝味の銘店街】

素材が本来もつ力と自社で培われた技術
で作られたお菓子をお届けします。〈黒船〉
は自由が丘に本店を構えるカステラを
中心に展開する菓子店です。

〈黒船〉

ＭＳトートバッグ
（チューリップ黒）

【アネックスC館1階】

スウェーデンのハンドプリント生地を
使用し日本の職人が丁寧に縫製した
バッグです。

Present
5,000円＋税以上お買上げ
のお客様先着100名様に
「オリジナルエコバッグ」を
差しあげます。

〈ｈａ-ｎａ〉

特別限定品
10点限り

New Shop Open

2021

2/24水川越店
〒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）

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。

●3月2日（火）まで　●5階催場 〈最終日は午後4時閉場〉

おうちで味わう東京グルメ 思い出の味で旅気分
※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。※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。

※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。

※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。

【宮城県・菓匠三全】
萩の月（5個入）770円+税

たい菓子
たい菓子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・220円+税

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円+税

※各日数に限りがございます。

【山梨県・桔梗屋】
　桔梗信玄餅
（2個入）

（6個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・338円+税
・・・・・・・・・・1,014円+税

　桔梗信玄生プリン
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・913円+税

赤福餅は、やわらかいお餅の上に、
こし餡をのせた伊勢を代表する餅菓子です。

※各日数に限りが
　ございます。

各日午前11時からの
販売となります。

　赤福餅 ・・・・・・・・・・・・本体価格704円（税込760円）
本体価格1,019円（税込1,100円）

くりーむ（1個）
つぶ（1個）　酒種 五色（桜・小倉・けし・

うぐいす・白／5個入）・・・・・790円+税

ひなまつり弁当「ぼんぼり」
（約9.4×18.6×10.5cm／2段）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,100円+税

・・・・850円+税
　大海老天丼
（1折）

・・・・・・130円+税から

　天ぷら各種
（各1個）

【東京都・人形町今半】
明治28年（1895年）本所に牛鍋屋として創業以来、
常に最高の牛肉を提供することを使命とし商売を
続けるすき焼の名店です。

【三重県・赤福】
宝永４年（1707年）創業以来、
お伊勢さんのお膝元で赤福餅
一筋にお伊勢参りの皆さまを
お迎えしております。

黒毛和牛の旨みと食欲を
そそる自家製割下が
自慢の一品です。

東京エックスメンチカツ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・240円+税

実演

実演

実演

　二段すき焼
弁当（1折）
1,800円+税

　すき焼重
（1折）・・・・・・1,200円+税

※写真はイメージです。

②チーズロード（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円+税

実演

①ロイヤルブレッド（1.5斤）・・・・・・・・・・・・580円+税
【栃木県・金谷ホテルベーカリー】

①
②

ひなまつり

雛ちらし（1合）
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円+税

A【マーロウ】［数量限定］
ストロベリーチーズプリン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・950円+税

C【あめやえいたろう】ギフトバッグ
ローズ（2個入）・・・・・・・・・・・・・・・1,100円+税
D【俺のＢｅｋｅｒｙ】銀座の食パン
～香～（2斤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・926円+税
E【高級食パン専門店あずき】
AZUKI食パン（1.5斤）1,158円+税

【ゴディバ】
ティータイム
 アソートメント
（10個入）3,000円+税

B【バビ × 鬼滅の刃】
スペシャルギフト
（7種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,500円+税
※混雑状況により点数制限を設けさせていただく場合が
　ございます。

◆3月1日（月）まで
◆承り場所：地階＝食品サービスカウンター／

オンラインショップ
◆お渡し：3月3日（水） ◆地階＝特設コーナー

ご予約承ります。

【なだ万厨房】
NEW 【中谷本舗 ゐざさ】

フェアホワイトデーと ◆3月3日（水）～16日（火）  
◆1階＝エンジョイスペース1  

3/9（火）まで 3/16（火）まで

NEW

B

C
D E

A

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

　　　
オンライン
ショップは
こちらから

▲

予
告

（8個入）

（12個入）

特別提供品

【東京都・有職たい菓子本舗 天音】【東京都・銀座木村屋總本店】

特集

9,000円＋税

予
告



 ※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。

●3月2日（火）まで
●5階催場 〈最終日は午後4時閉場〉

駅弁特集駅弁特集
現地より直送となります。連日午後6時、最終日は
午後4時にて販売を終了させていただきます。

会場にて実演で調理しております。

加熱式容器を採用しています。容器に付いたヒモを
引くだけで、あつあつのお弁当が楽しめます。

※直送駅弁は、他にも多数取り揃えております。 
※数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。
※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。

アンテナショップ特集

集特菓銘地当ご

あおもり北彩館 いわて銀河プラザ 日本橋ふくしま館 三重テラス 大阪百貨店 銀座熊本館

【青森県・ラグノオささき】
いのちりんご
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481円+税

どてみそかつ丼
（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,018円+税

【岩手県・さいとう製菓】
かもめの玉子ミニ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円+税

【福島県・三万石】
ままどおる
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

【福島県・柏屋】柏屋薄皮
饅頭（つぶあん・こしあん／
各5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円+税

【三重県・ブランカ】
シェル・レーヌ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160円+税

【東京都・和菓子 大吾】
爾比久良（2個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 982円+税先着130点限り

【熊本県・JAあしきた】
デコポンゼリー
（130g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円+税

つ
あ
つ
あ

つ
あ
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あ
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東海道本線・名古屋駅

ひっぱりだこ飯
（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

山陽本線・西明石駅

あっちっち神戸の
すきやきとステーキ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,277円+税

山陽新幹線・新神戸駅

元祖かに寿し
（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,185円+税

山陰本線・鳥取駅

桃太郎の祭ずし
（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・925円+税

山陽本線・岡山駅

有田焼カレー
（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,750円+税

●⬆【青森県・工藤パン】
イギリストースト各種
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・170円+税

佐世保線・有田駅

【おぎのや】峠の釜めし
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,019円+税

【厚岸駅前氏家待合所】氏家かきめし
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

信越本線・横川駅

根室本線・厚岸駅

【いかめし阿部商店】いかめし
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・723円+税

【新杵屋】牛肉どまん中
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,158円+税

●⬅蝦夷わっぱミックス
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,093円+税

●⬅牛たん贅沢弁当
（1折）・・・・・・・・・1,300円+税

●➡北海の遊善
（1折）

1,750円
+税

●➡牛たん
弁当（1折）
1,300円

+税

【崎陽軒】シウマイ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 797円+税各日先着100点限り

【若廣】焼き鯖すし
（8貫・1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円+税

北陸本線・福井駅

函館本線・旭川駅

函館本線・森駅 奥羽本線・米沢駅 東海道本線・横浜駅

東北新幹線・仙台駅

【壺屋】稲荷寿し
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・538円+税

東海道本線・豊橋駅

【ひろしま駅弁】炙りあなごめし
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,297円+税

山陽新幹線・広島駅

うにとウニと雲丹
味くらべ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,157円+税

東北新幹線・八戸駅

網焼き牛たん弁当
（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,018円+税

東北新幹線・仙台駅

えび千両ちらし
（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,277円+税

信越本線・新潟駅

ますのすし一重
（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,388円+税

北陸新幹線・富山駅

越前かにめし
（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,203円+税

北陸本線・福井駅

松阪名物黒毛和牛
モー太郎弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,388円+税

実演

実演 実演

実演 実演

実演

実演 実演

実演

実演

実演

実演 実演

各日午後2時
までの販売
となります。

実演

実演

【旭川駅立売商会】 【利久】

まるひろ
オリジナル

2/27●土・28●日

【東京都・髙木屋老舗】
草だんご（12個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 650円+税先着160点限り

【北海道・山丁長谷川商店】
紅鮭切身
（3切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【北海道・布目】
本数の子黄金松前
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円+税

いちごの
宇治抹茶パフェ
（1杯）815円+税

西麻布リストランテ〈アルポルト〉片岡護シェフ監修スイーツ
マスカルポーネムースのティラミス（1台）・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【京都府・京都・東山茶寮】宇治抹茶
モンブランロールケーキ（1本）1,362円+税

実演

ソフトジェラート
ピスタチオ＆
チョコレート
（1個）500円+税

【東京都・BABBI（バビ）】ピスタチオ
ロールマスターピース（1本）・・・2,000円+税

【北海道・SEXY SMOKE 
HKD】職人のベーコン
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

【青森県・オダカネ】
三陸生わかめ
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【青森県・小野や】
十三湖産 冷凍しじみ
（中粒／400g）・・・・・・・・・・・・926円+税

【青森県・熊谷食品】
葉くるみ漬（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円+税

【長野県・小川の庄】
おやき各種
（各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195円+税

【岐阜県・多々楽達屋】
生乾燥ヨーグルト用ミックス
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,297円+税

【静岡県・うまいもん空海】
遠州浜松餃子
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円+税

【静岡県・鮮の恵】
金目鯛陸漬け煮付け用
（2切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円+税

【愛知県・英国紅茶専門店ポッシュ】
ヨークシャーゴールド紅茶
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円+税

【京都府・くらま辻井】
うなぎ・かき・あさり豪華三色
弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・1,700円+税

【兵庫県・ピッコロッソ】
神戸ピザ

・・  2,776円+税から

【和歌山県・松晃梅】
三栖里の梅・はちみつ梅
（350g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円+税

【島根県・ヤマヲ水産】
無頭はたはた一夜干し
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【愛媛県・宇和島 安岡蒲鉾】
宇和島じゃこ天
（5枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・950円+税 ②あおさ（10g）・・・・・・・・・450円+税

【長崎県・新鮮な海の市場】
①おかずいりこ
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円+税

【大分県・職人のからあげ華鳥】
中津からあげお得パック
（350ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,204円+税

【鹿児島県・岡村製茶】
知覧産なんとよか香り
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【沖縄県・もずキム】
海ぶどう
（80g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,292円+税

【沖縄県・小浜養蜂場】百花
はちみつ・生ローヤルゼリー入
蜂蜜（各500g）・・・・各2,000円+税

【沖縄県・千草物産】
沖縄伝統野草配合千草
28茶（200g）・・・・・・・・1,800円+税

京粕漬セット（ぎんだら・鮭／
2切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700円+税

いろとりどり四人家族（本さわら・銀鮭・
さば・銀ひらす／4切）・・・・・・800円+税

【岩手県・佐々木製菓】
南部煎餅（ごま・ピーナッツ／
14枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円+税

ささきのせんべいお楽しみ袋（1袋）
特別提供品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税各日先着30点限り

【宮城県・伊達のいわし】
いわしハンバーグ
（8枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【栃木県・阿部糀店】
甘酒
（300ｇ×3）・・・・・・・・・・・・・・1,100円+税

【群馬県・だるま食堂】
だるま食堂のもつ煮
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・1,200円+税

【東京都・ナチュラルテラ】
ハーブティサラシアエキス
顆粒（90包）・・・・・・・・・7,000円+税

【富山県・はまうら】
ほたるいかの沖漬け
（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円+税

【埼玉県飯能市・大里屋】
四里餅（つぶ2個・こし3個／計5個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 649円+税先着180点限り

【東京都・御茶ノ水 小川軒】
レイズンウイッチ（10個入）

・・・・・・・・・・・・・・ 1,360円+税先着80点限り

【岐阜県・養老軒】
ふるーつ大福（4個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,120円+税先着70点限り

【東京都・ホットケーキパーラー
Fru-Full（フルフル）】
フルーツサンドイッチ
（ハーフサイズ4切）

・・・・・・・・・・・・・・・・ 834円+税各日先着30点限り

【東京都・
ＢＥＬＴＺ（ベルツ）】
バスクチーズケーキ
（直径約12cm）

2,408円+税各日先着20点限り

限定ご当地パン特集
※その他多数取り揃えております。

※数に限りがございます。
※商品により入荷が遅れる場合がございます。

【小浜養蜂場】プロポリス・
生ローヤルゼリー入蜂蜜
（500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円+税先着50点限り

【山丁長谷川商店】紅鮭切り落とし
（1盛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円+税先着300点限り

【人形町今半】黒毛和牛 惣菜用切落し
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円+税先着80点限り

【旭川駅立売商会】
海鮮四点盛弁当
（1折）

・・・・・・・・・・1,000円+税
先着50点限り

【岡村製茶】ぐり茶（かぶせ茶）
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,200円+税先着60点限り

【小川の庄】もち皮おやき
（3個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円+税先着70点限り

【職人のからあげ華鳥】
中津からあげお得パック
（350g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円+税先着20点限り

【厚岸駅前氏家待合所】
海鮮うに蟹イクラ
かきめし（1折）

・・・・・・・・・・1,000円+税
先着30点限り

27●土

27●土 28●日 27●土 28●日26●金25●木

2/24●水

2/24●水

28●日

【あけぼのや】五平餅
（3本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 602円+税先着20点限り

【布目】いかさし松前
（300g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円+税先着50点限り

【くらま辻井】かき・あさり・おじゃこ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円+税先着30点限り

【利久】
牛たん丼弁当
（1折）

・・・・・・・・・・1,000円+税
先着50点限り

日
替
り
提
供
品

日
替
り
銘
菓

【東京都人形町・魚久】 2月28日日までの販売
＊各日数に限りがございます。

初
出店

初
出店

初
出店

初
出店

初
出店

紀勢本線・松阪駅

※写真はイメージです。

※数に限りがございます。

よりどり3枚

①

②

正午12時からの販売となります。

午前10時より
5階催場にて整理券を
配布いたします。

午前10時より
5階催場にて整理券を
配布いたします。

・
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