
川越店からのご案内

営業時間：午前10時～午後7時
まるひろホームページ http://www.maruhiro.co.jp

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

ホームページにてまるひろ全店の「暮らしの新聞」がご覧いただけます。
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CONTENTS

9/24 水

2014

川越店は、年内は休まず営業いたします。

お知らせ 川越まつり開催に伴う市内交通規制により、まるひろ川越店の駐車場は、すべてご利用いただけません。
尚、両日に於きまして駐車場の一部を臨時駐輪場として開放させていただきます。10月18日（土）・19日（日）の2日間

モバイルメール会員にご登録
いただくと「神戸セレクション」
でご利用いただける、『お得な
クーポン」をプレゼント！ この
機会にぜひご登録ください。
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モバイル

モバイル

実演 実演 実演 実演

実演

楽天市場
デイリーランキング

2014年2月13日
餃子部門
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実演

モバイル

楽天市場
デイリーランキング

2013年9月10日
もち菓子部門

1111位位位1位

◆地階・味の銘店街／食品催場特設コーナー
「秋の銘店街味まつり」第2弾

丸広百貨店　
創立65周年
特別企画

●9月29日（月）まで　　　　　　      ●5階催場
●主催：株式会社丸広百貨店 ●後援：公益財団法人神戸市産業振興財団・川越商工会議所 ●協力：楽天株式会社

おしゃれでグルメな、
        魅惑の港町へようこそ！

セレクション神戸
〈最終日は午後5時閉場〉

丸広百貨
創立65
特別企画

埼玉県
初開催

神戸牛ローストビーフ（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

　神戸牛サーロインステーキ
（100g）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円
　神戸ビーフプレミアコロッケ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,660円

【doracoluv】
　超軽量５WAY
フォールディング
ショルダーバッグ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,208円

【ベル】
　バレエコンフォート
スリッポン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

【神戸ラブコレクション】
　ストレッチロングブーツ
（黒・茶）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

【KEiKA】
　縄編みロングブーツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,504円

【farfalle】
　バレエシューズ
（全28色）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円

【PAS DE LION】
　カットアンドソーン
（ポリエステル62％・レーヨン33％・ポリウレタン5％）

10,584円

【Daughter&Mother】
　2WAYふかふか
フラットシューズ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

【無添加石鹸本舗】
　神戸酒石鹸
（90g）

1,646円

2,178円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円

【神戸みのりの公社・神戸ワイン】
　リースリングhanayui（720㎖）
花珠ロゼ（720㎖）
神戸ワインエクストラ 赤（720㎖）

【レストラン フォレ・ド・リキゥ】
　65周年記念まるひろオリジナル
フォレ・ド・リキゥオリジナルセット
（神戸牛のミートソース・トマトのガスパッチョ・バケット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

　65周年記念特別限定品
ジェノベーゼモッツァレラ
PIZZA（直径21㎝・1枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

イートイン

神戸特別出店

※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。 ※数に限りがある商品もございます。品切れの際はご容赦ください。

　65周年記念
特別限定品
特選牛そぼろ重
（１折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円
各日先着20点限り

　65周年記念
まるひろオリジナル
特選焼肉（塩焼き）・
牛そぼろ重（１折）

・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
各日先着20点限り

3,084円（1枚）1,296円

【イタリア料理食材カーサ・カキヤ】
　3倍すごチーズ☆
ごちそうマルゲリータ（直径21cm）

よりどり３枚

各日先着30点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　540円

【パティエニシカワケンジ】
　キャラメルポップコーン
（1個） 各日先着60点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,880円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,096円

【惣津クラフト】
　播州織トートバッグ
（ペットボトルフォルダー付）

65周年記念・
特別限定新柄先行販売
播州織2WAY
ランチショルダー

5点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

・・・・・・・・・4,860円
【TRIBAL】
　花柄大判ストール

65周年記念価格
アクリルふわふわストール

65点限り

モバイル
▲このマークが
「モバイル
クーポン」
対象店舗です。

　　　　 モバイル
メール会員募集中！
登録無料明月庵本舗ごまっこ引換券

◆有効期限：
　9月24日（水）～29日（月）
◆毎日先着100名様にプレゼント！
期間中、本チケットを切り取って、
川越店5階催場へお持ちください。
毎日先着100名様に「明月庵本舗の
ごまっこ（2枚入）」をおひとつ差し
あげます。※なくなり次第終了いたします。
※コピー不可　※お1人様1回限り

キ
リ
ト
リ
線

期間中、神戸セレクション会場にて、1店舗につき1,000円以上
お買上げでスタンプを１つ押します。3店舗ご利用いただき
スタンプが3つ揃いましたら、応募箱にご投函ください。
当選は発送をもって代えさせていただきます。

神戸牛ステーキなど、
神戸の素敵なプレゼントが合計100名様に当たる！ 
スタンプラリー開催

親善大使
スマイル神戸来店

●特賞：神戸牛専門店「旭屋」
　　　 神戸牛ステーキ（2枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４名様
その他、神戸スイーツなど神戸の素敵な商品・・96名様

第44回

ハローキティ マリスカル 
エマージェンシーライト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【中村マッチ】
　65周年記念まるひろオリジナル
マッチ４缶セット

65点限り

◆9月24日（水）
午前10時～午後2時

北村 香理さん

神戸セレクション
の開催を記念
して、神戸から
親善大使
スマイル神戸が
来店します。

※まるひろのバイヤーが選んだ
　特別出店店舗です。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

スリーライトカットグラス
65周年記念オリジナル価格
65点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

PC用グラス
65周年オリジナル限定品
30点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,786円
ハンドバッグチャーム

15点限り

楽天市場
週間ランキング

2012年9月20日
ピザ部門

1111位位位1位

「神戸セレクション」は公益財団法人神戸市産業振興財団が、神戸らしい商品の販路開拓と新しい神戸ブランド創出のために実施しています。

◆営業時間：午前10時30分～午後6時30分
※ラストオーダーは午後6時〈最終日は午後4時終了、最終日のラストオーダーは午後3時30分〉

8年待ちコロッケで有名な旭屋のもうひとつの自信作。
【神戸牛専門店旭屋】

特選神戸牛焼肉重
（1折）1,480円

【肉料理かやま】
◆各日午後5時から販売

モバイル

実演

※写真はイメージです。

実演

実演

実演

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・778円

【神戸紅茶】
　ティールームセレクション
（30パック・１袋） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・370円

【神戸シェルブール】
　神戸マロン
（１個） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円

【おつまみ専門店 伍魚福】
　神戸ナッツキャラメリゼ
（1個）

・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【有馬 きんせん堂】
　金泉焼
（10枚入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

【板宿菓匠 明月庵本舗】
　ぶどう大福
（４個入）

岡山産のぶどうを一粒
丸ごと求肥と白餡で包んだ
季節限定の和“果”子です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

【洋菓子処 フーケ】
　半熟カステラ ザビエルのおやつ
（１箱） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

【カフェバランタイン】
　とりいさん家の芋ケーキＭ
（１個）

540円

【スープ＆カレーＥｍｍｙ’s】
　特選神戸牛すじカレーうどん
（１食）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円各日先着50点限り

国産野菜ミネストローネ（1食） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

【七福神屋】
　揚げえび財天
（6個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

【神戸南京町 皇欄】
　神戸牛肉まん
（１個） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【程一彦　龍潭】
　神戸牛入り小龍包
（10個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

【元祖ぎょうざ苑】
　神戸っこ3パックセット（20個入・３パック）

各日先着20点限り

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

【GRAN MAHOROBA】
　王様のカシミヤ食パン
（1本・１.５斤） 各日先着100点限り

【神戸モリーママ】
　ラスク3種盛り盛り福袋
（プレーン・メイプル・アールグレイ／３パック入）1,080円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・670円

【神戸珈琲職人】
　神戸珈琲職人
コーヒーバックシリーズ
（10gｘ５袋・１箱）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
【神戸キャセリンハウス】
　緑茶アールグレイ（48g）

　65周年記念
まるひろオリジナル
低カフェインほうじ茶
（１パック）

1,080円先着200点限り

楽天市場
ランキング

週間累計部門
293週
ラスク部門

1111位位位位位1位

540円ネ（1食） ・・・・（6個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・751円

【神戸・すじ玉丼　糀屋】
　すじ玉丼
（1人前）

・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

　65周年記念
まるひろオリジナル
神戸牛極
カレー丼
（1人前）

各日先着15点限り

楽天市場
デイリーランキング

2012年2月23日
惣菜部門

1111位位位1位

【L.E.O】
　播州織コットン100％
ストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
1

【profession】
　リーディンググラス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
2

【芦屋マーティー】
　ハンドバッグ
（牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
3

【海味道】
　うるめいわし（160g）1,200円4

【お好み焼 廣久】
　モダン焼（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円5

5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【ジョニーのから揚げ】
　ジョニーの骨付き唐揚げ
（4本入）

6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

【かさはら】
　神戸ワイン漬らっきょ
（140g）

7

【神戸ピッコロ】
　神戸ピッコロのちっちゃい
鯛焼き（十勝あんこ・チョコレート・
キャラメル・チーズ・カスタード・プレーン・

抹茶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（15匹）540円から

8

・・・1,512円
【レストラン フォレ・ド・リキゥ】
ショコラダムール（1人前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

　タコと大葉、
海苔の和風
パスタ
（1人前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

　トマトの
ガスパッチョ
（1人前）

'14.9/24号.AD31.川越店.表面


