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3/3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。

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

　　  〈Re-Bone〉
期間限定販売会

川越店各階のご案内
1階＝エンジョイスペース2
〈イビサ〉フェア
◆3月3日（水）～9日（火）

遊び心ある〈イビサ〉の新作。
立体的なポケットにより、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。

3階＝エンジョイスペース6
〈レインフォレスト〉
期間限定販売会
◆3月3日（水）～9日（火）

旅するように生活する。生活するように旅をする。
天然素材にこだわった〈レインフォレスト〉。

2階＝エンジョイスペース3
北欧コレクション
◆3月3日（水）～9日（火）

ノルウェイ国内生産の
ニット〈オレアナ〉と、防水・
防風に優れ通気性の
高いアウター〈ブラスト〉を
ご紹介いたします。

ヨーロッパのライフスタイルシューズ「Legeroレジェロ」。
一日中快適に歩けるコンフォート機能とシンプルな
デザインが魅力的な婦人靴をご紹介いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格23,000円（税込25,300円）

〈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）

婦人靴各種
・・・・・・・本体価格24,000円から

（税込26,400円から）

本体価格31,000円
（税込34,100円）

ティント
（ヤギ革／
H21×W32×D12cm）

本体価格120,000円
（税込132,000円）

カーディガン
（XS・S・M・L・XL・XXL）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格37,000円
（税込40,700円）

ベスト（ポリエステル100%）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格9,000円
（税込9,900円）

カットアンドソーン（ポリエステル100%）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格17,000円
（税込18,700円）

パンツ（ポリエステル95%・ポリウレタン5%）

・・・・・・・・・・・・・本体価格22,000円
（税込24,200円）

・・・・・・・・本体価格 各18,000円
（税込各19,800円）

スカート（綿100%）・
タティングレースストール
（アクリル100%）

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。

〈ゲラルディーニ〉商品
税込42,900円以上
お買上げのお客様先着
10名様にノベルティを
差しあげます。

Present

コーディネーター 菅 正志 来店
●3月6日（土）午後5時まで

〈フットプライド〉フェア
◆3月3日（水）～9日（火） ◆1階＝婦人靴

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ご紹介いたします。

〈ダコタ〉フェア
◆3月3日（水）～16日（火）
◆2階＝ハンドバッグ

こどもから大人まで世界中の人々に愛されているディズニーの世界。
貴重な映画のシーンを基にその枠を超え、長い時間をかけて
研究されたインパストファインアートなど最新のテクノロジーで
完成したアートエンターテイメントをご紹介いたします。

Disney Art Collection Fair
◆3月3日（水）～9日（火） ◆6階＝プロモーションスペース

1885年フィレンツェにて創業の〈ゲラルディーニ〉が
1階にオープンいたしました。

〈ゲラルディーニ〉NEW OPEN！
◆1階＝ゲラルディーニ

2階＝エンジョイスペース4
〈詩仙堂〉春の逸品会
◆3月3日（水）～9日（火）

4階＝エンジョイスペース8

◆3月5日（金）～8日（月）

予 告

エキゾチックレザーを使用した
財布や小物をご紹介いたします。

・・・・・・・・・本体価格30,000円
（税込33,000円）

手帳型スマホケース ・・・・・・・・・本体価格388,000円
（税込426,800円）

インパストファインアート「Nice To Meet You」
（額装サイズ49×90.5cm）

予 告

あたた
かな春の風がまるひろに吹き始めまし

た。

※一部サイズは
　　お取り寄せとなります。

※写真はイメージです。

ジャケット（綿100%）



※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。※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。※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

食料品日 替 り 特 価生活応援 プライス

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈グアテマラ産他〉
バナナ（1袋）

・・・・・・・・・・・・・本体価格78円
（税込85円）

〈沖縄県産〉
かぼちゃ
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈栃木県産〉
とちおとめ
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

【東信水産】
〈長崎県産他〉
真あじ開き（2枚）

・・・・・・・・・本体価格390円
（税込422円）

【魚力】
〈熊本県産他〉
活あさり（400g）

・・・・・・・・・本体価格258円
（税込279円）

プリマハム 香薫あらびき
ポークウインナー
（90gｘ2・１束）

・・・・・・・・・・・・・本体価格78円
（税込85円）

【肉処せんや】
〈国内産〉
若どりささみ（100g当り）

・・・・・本体価格各198円
（税込各214円）

永谷園 
徳用あさげ・ゆうげ
（各10食入）

・・・・・・・・・本体価格188円
（税込204円）

雪印メグミルク 
メグミルク牛乳
（1ℓ・1本）

食料品 まるひろ各店共同企画 ●川越店 ●飯能店 ●入間店 ●東松山店 ●上尾店 ●坂戸店 各店食料品売場

オープニングスペシャルサービス3/3水

お1人様2点・各店先着200点限り

本体価格各148円（税込各160円）

紀文 マリーン（4本×3）・
まろやか仕込み竹笛（4本）

本体価格398円（税込430円）

【東信水産】〈千葉県産他〉
活はまぐり（100g当り）

本体価格498円（税込538円）

【魚力】〈愛媛県産他〉活〆真鯛
（柵取り）（刺身用・養殖／100g当り）

本体価格128円（税込139円）

日清 カップヌードル（醤油・シーフード・
カレー・味噌・チリトマト／各1個）

本体価格188円（税込204円）

JA全農たまご 
実りの赤たまご（10個）

本体価格380円（税込411円）

【デリカ味彩】
柔らか豚ヒレカツ（5枚）

本体価格128円（税込139円）

ヤマザキ ロイヤルブレッド
（6枚・8枚／各1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割引

〈岩手県産〉南部どり全品
店頭表示価格（税抜）より

レジにて

本体価格498円（税込538円）

【肉処せんや】〈国内産〉
黒毛和牛小間切れ（100g当り）

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈埼玉県産他〉
きゅうり（2本）

お1人様4本・各店先着800本限り

・・・・・本体価格98円（税込106円）

〈静岡県産他〉
新玉ねぎ（2個）

お1人様4個・各店先着600個限り

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・坂戸店
でのお取扱いとなります。

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・上尾店
でのお取扱いとなります。

※川越店ではお取扱いしておりません。※川越店ではお取扱いしておりません。

※川越店ではお取扱い
しておりません。

※川越店ではお取扱いしておりません。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

4木 5金 6土 7日

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格298円
（税込322円）

〈熊本県産〉
グミニーミニトマト
（1パック）

・・・・・・・・・本体価格398円
（税込430円）

〈愛媛県産他〉
国産キウイフルーツ
（4個入）

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【東信水産】
〈福岡県産〉
さわら切身（2切）

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

国産豚ロース肉 
うす切り
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

【肉処せんや】〈国内産〉
豚肉生姜焼用（ロース）
（100g当り）

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

ブルドックソース
（ウスター・中濃・

とんかつ／各500㎖）

本体価格各138円
（税込各150円）

明治 ブルガリア
ヨーグルトLB81・
そのままおいしい
脂肪0（各400g）・
ブルガリア
フルーツヨーグルト
（75g×4）

本体価格各188円
（税込各204円）

キリン トロピカーナ
まるごと果実感
各種（各900㎖・1本）・
キッコーマン飲料 
調製豆乳・おいしい
無調整豆乳
（各1ℓ・1本）

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

〈佐賀県産他〉
国産アスパラガス
（1束）

・・・・・・・・・本体価格598円
（税込646円）

〈熊本県産〉
（糖度センサー選別）
デコポン（1袋）

・・・・・・・・・本体価格780円
（税込843円）

【東信水産】
〈スペイン産他〉本まぐろ
切落し（解凍／約90g・1パック）

・・・・・・・・・本体価格198円
（税込214円）

【魚力】〈青森県産他〉
ベビーホタテ（生食用・
解凍／100g当り）

・・・・・・・・・本体価格680円
（税込735円）

国産牛（交雑種）
特上切り落し（ロース・
肩ロース）（100g当り）

2割引

【肉処せんや】
〈国内産〉
黒毛和牛全品
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

本体価格1,980円
（税込2,139円）

※入間店ではお取扱い
しておりません。
※入間店ではお取扱い
しておりません。

堀商店 
新潟県岩船産
コシヒカリ（5kg）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着100点限り お1人様2点・各店先着100点限り

・・・・・・・・・本体価格158円
（税込171円）

〈長崎県産他〉
ブロッコリー
（1個）

・・・・・・・・・本体価格498円
（税込538円）

〈青森県産他〉
サンふじ
（1袋）

・・・・・・・・・本体価格980円
（税込1,059円）

【東信寿司】
本まぐろ入握り寿司
セット（8貫・1折）

本体価格690円
（税込746円）

【魚力】
〈アルゼンチン産他〉
天然赤えび（刺身用／
10尾）

・・・・・・・・・本体価格980円
（税込1,059円）

〈国内産〉黒毛和牛
肩ロース肉
すき焼き用（100g当り）

2割引

【肉処せんや】
〈国内産〉平田牧場
三元もち豚全品
店頭表示価格（税抜）

よりレジにて

・・・・・本体価格各298円
（税込各322円）

ひかりみそ 無添加円熟みそ
（750g）・女子栄養大学監修
減塩みそ（650g）

・・・・・本体価格各138円
（税込各150円）

マルちゃん 焼そば（150g×3）・
北の味わいラーメン
（醤油・味噌・塩／各110g×2）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。
※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。
※川越店・入間店・東松山店・
坂戸店でのお取扱いとなります。

※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。
※入間店・坂戸店での
お取扱いとなります。

※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。
※川越店・飯能店・東松山店・
上尾店でのお取扱いとなります。

お1人様2点・各店先着200点限り お1人様2点・各店先着100点限り

本体価格150円
（税込162円）

【魚力】〈チリ産〉
銀鮭（ふり塩）
（養殖／1切）

※飯能店・上尾店での
お取扱いとなります。

【魚力】は5●金 限り
ポイント

まるひろ
Mクラブ
カード

肉処せんや祭肉処せんや祭 肉処せんや祭肉処せんや祭

3月3日（水）限定販売 ひなまつり弁当
◆各店・各階＝食料品

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

本体価格1,000円
（税込1,080円）

【中谷本舗】 
手まり寿司と
雛ちらし
（1折）

本体価格2,100円
（税込2,268円）

【なだ万厨房】
ひなまつり弁当
「ぼんぼり」
（1折）◆3/3水～14日

◆各店・各階＝名店

2021 maruhiro

・・・・・・・・・・・・・本体価格250円
（税込270円）

【ロイスダール】
クリームチーズタルト
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格1,000円

（税込1,080円）

【ブールミッシュ】
彩りマカロン（5個入・1箱）

本体価格380円
（税込411円）

【新宿高野】
フルーツチョコレートSP
リボン（1袋） ・・・・・・本体価格600円

（税込648円）

【メリーチョコレート】
ベルシック 
プレーンチョコレート
（12個入）

本体価格1,200円
（税込1,296円）

【ユーハイム】
バウムシュピッツ
（10個入）

・・・本体価格1,275円
（税込1,377円）

【資生堂パーラー】
マカロンフレーズ
（5個入）本体価格1,000円

（税込1,080円）

【ステラおばさんのクッキー】
プレシャススクエア
（12枚入）・・・・・・・本体価格700円

（税込756円）

【彩果の宝石】
カジュアルボックス（ベリー）
（12個入）・・・本体価格1,100円

（税込1,188円）

【あめやえいたろう】
ギフトバッグ ローズ
（2個入）

【特設コーナー】

【デリカ味彩】※入間店・東松山店ではお取扱いして
　おりません。

※入間店・坂戸店ではお取扱いして
　おりません。
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