
ひとりひとりが１００％のサービスをこころがけ、
お客さまの期待に応える百貨店をめざします。

〒430-8588  浜松市中区砂山町320-2  TEL.053（457）0001
○営業時間／午前10時6午後7時30分 ○本館8階レストラン街 午前10時30分6午後9時

ģ14 水・祝ڜ1ýýר1

エンデパ

※各種ご優待・クーポン券はご利用いただけません。 ※詳しくは売場販売員におたずねください。

※各売場で掲載品以外にもご用意しております。
　詳しくはホームページをご覧ください。

あす1月2日（木）1日限りの販売

新館

本館
ご入店口
本館1階
東入口

ご入店口
新館1階
南入口

ご入店口
本館地1階
北東入口

ご入店口
新館地1階
南東入口

N

※このほかの入口および遠鉄百貨店第1駐車場から本館への入口は混雑が解消し次第ご入店いただけます。

Ｂスペシャルプラン福袋
※えんてつカードのポイント付与およびポイントでのお支払いは除外とさせていただきます。※お支払いは現金・遠鉄百貨店商品券・
全国百貨店共通商品券に限らせていただきます。※セット内容についてはホームページをご覧ください。

Ｄ 食料品の福袋
●〈オークスハート〉・・・・・・・3,000円《160点限り》
●〈資生堂パーラー〉・・・・3,000円《80点限り》
●〈柿安本店〉・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《80点限り》
●〈築地 中島水産〉（ふぐ）5,000円《30点限り》

A 婦人服の福袋
●〈マーノガーメントコンプレックス〉（レディス）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈イネド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《50点限り》
●〈７-ＩＤコンセプト〉・・・・・10,500円《20点限り》
●〈ナノ・ユニバース〉（レディス）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円《70点限り》

紳士服の福袋

●〈ダディ オ ダディ〉10,500円《125点限り》
●〈クレードスコープ〉・・・10,500円《30点限り》
●〈メゾピアノ〉・・・・・・・・・・・・10,500円《65点限り》
●〈メゾピアノ ジュニア〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《40点限り》
●〈ポンポネット ジュニア〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《35点限り》

●〈くまのプーさん〉食器3,000円《10点限り》
●〈ムーミン〉食器・・・・・・・・・3,000円《10点限り》
●〈ピーターラビット〉食器
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《10点限り》
●〈ジバンシー〉食器・・・・・3,000円《10点限り》
●〈たち吉 〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《10点限り》
●〈たち吉 〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《10点限り》
●〈ナルミ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《10点限り》
●〈ナルミ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《4点限り》
●〈ナルミ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈イッタラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《5点限り》
●〈ノリタケ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《5点限り》
●〈ノリタケ〉・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈香蘭社〉・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《5点限り》
●〈深川製磁〉・・・・・・・・・・・・10,500円《5点限り》
●〈大倉陶園〉・・・・・・・・・・・30,000円《3点限り》

本館1階 本館7階
■化粧品・スワロフスキー

本館2階
■婦人雑貨

■婦人アクセサリー

●〈アフタヌ－ンティ－・ティール－ム〉紅茶・焼菓子
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《60点限り》
●〈ギズモビーズ〉iPhoneプロテクター
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,250円《10点限り》

新館1階
■〈ギズモビーズ〉〈アフタヌ－ンティ－・ティール－ム〉

●〈アンフィ〉キャミパック1 ,050円《30点限り》
●〈アンフィ〉ブラパック3,150円《30点限り》
●〈アフタヌーンティー・リビング〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《30点限り》

新館2階
■〈アンフィ〉〈アフタヌーンティー・リビング〉

●〈ビッキー〉・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《10点限り》

新館3階
■婦人服

新館4階
■婦人服・ネイルサロン

新館5階
■スポーツ・ゴルフウェア

本館3階
■婦人服

本館4階
■婦人服

●〈プーマ ゴルフ〉・・・・・・10,000円《15点限り》
●〈プーマ スポーツ〉・・・10,000円《20点限り》
●〈ダンス ウィズ ドラゴン〉10,000円《10点限り》
●〈コロンビア〉・・・・・・・・・・・10,500円《20点限り》

本館5階
■おもちゃ・ディズニーストア・
文房具・お香・ナイトウェア

●〈ブリタ〉浄水ポット・・・3,000円《8点限り》
●〈ロジエ 〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《20点限り》
●〈ルクエ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,150円《10点限り》
●〈プラン・ド・フルール Ｓｉａ&ラポール〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《20点限り》
●〈マイヤー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,250円《30点限り》
●〈ビタクラフト〉・・・・・・・・・10,000円《5点限り》
●〈ＷＭＦ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《8点限り》
●〈ティファール〉・・・・・・・10,000円《6点限り》
●〈木屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈ル・クルーゼ〉・・・・・・・20,000円《30点限り》
●〈フィスラー〉・・・・・・・・・・・・30,000円《5点限り》

■キッチンテラス

●〈Ｂ To Ｌ〉生活雑貨3,000円《30点限り》
●〈Ｂ To Ｌ〉生活雑貨5,000円《10点限り》
●〈モリスラグス〉絨毯10,000円《10点限り》
●〈レイクアルスター〉婦人服
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《20点限り》
●〈詩仙堂〉婦人服・・10,500円《6点限り》
●〈詩仙堂〉婦人服・・21,000円《6点限り》
●〈詩仙堂〉婦人服・・・52,500円《7点限り》

新館7階
■婦人服・生活雑貨・絨毯

■家庭用品・寝装品

特別限定品
■本館7階 宝石特別限定品

●パールセット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
 　　　　 《各10セット限り》
●ダイヤモンド・カラー
ストーン各種2点よりどり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
 　　　　 《各30セット限り》

新年は、あす1月2日（木）
から営業いたします。

新春

あけまして おめでとうございます
旧年中はたくさんのご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
新たな年を迎え、お客様の心にもっと近づける百貨店を目指し
努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年1月1日（水・祝） 1月2日（木）・3日（金）本館・新館
年始の営業案内

本館8階 レストラン街
本館2階 星乃珈琲店

新館1階 アフタヌーンティー・ティールーム
新館4階 ナナズ・グリーンティー

本館地1階 サブウェイ

イ・コ・イ スクエア 3・4階、
イ・コ・イ スクエア4階ブックポスト

新館7階 白洋舎
新館7階 アフラック サービスショップ

新館8階 SBS学苑 遠鉄校 1月5日（日）まで 休校

1月3日（金）まで 休業
1月4日（土）まで 休業

お休みのお知らせ

1月3日（金）まで 休業

1月3日（金）まで 休館

新館9階 浜松市 駅前
　　　　市民サービスセンター
新館9階 浜松市立
　　　　中央図書館駅前分室

新年1月1日（水・祝） 1月2日（木） 1月3日（金）

休業日
午前8時30分6午後8時 午前9時30分6午後8時

午前7時6午後8時30分
出庫開始時間／午前8時30分から

休業日 ※1月6日（月）以降の平日は午前7時30分からの営業

午前9時30分6午後8時30分

午前10時30分6午後8時
午前9時30分6午後8時
午前9時6午後7時30分

午前10時6午後7時30分
午前10時6午後7時30分
午後9時まで

年始の遠鉄百貨店駐車場のご案内

遠鉄百貨店駐車場（第１・第2）をご利用のお客様は矢印の方向から進入してください。
※混雑時は南側・西側方向からの進入はご遠慮いただく場合がございます。
※各提携駐車場もご利用ください。

  以下の福袋は開店前に
「整理券」を配布いたします。

本館地1階 
　　　北東入口前

Ｂ 本館1階 西入口前
Ｃ 本館1階 北入口前

※整理券配布後は列にお並びいただく必要はございません。

各階福袋（食料品以外)の整理券は
　　　　　　　　　　    の間に配布いたします。

※こちらの福袋は、1月2日（木）午前10時6午後2時までにお引換えください。
午後2時までにお引換えのない場合はキャンセルとさせていただきます。

食料品福袋の整理券は　　　　　  配布いたします。
※整理券配布後もそのまま列にお並びください。
列から離れた場合は無効とさせていただきます。

午前9時から

午前7時45分から9時30分

整理券が
必要です

A 新館1階 南入口前

整理券が必要な福袋をお求めのお客様は
下記　　　　　　にお並びください。  
また、開店時は大変混雑が予想されますので、  
午前１０時に本館・新館にご入店いただける入口を
本館１階 東入口、地１階 北東入口、新館１階 南入口、
地１階 南東入口の4カ所に限定させていただきます。

あす１月２日（木）
福袋の整理券配布場所
および開店時のご入店案内

ＤA Ｂ Ｃ

Ｄ

食料品の福袋
整理券
配布場所

本館地1階
北東入口前

Ｄ

婦人服の福袋
整理券
配布場所

新館1階
南入口前

A

Ｂ

紳士服の福袋
整理券配布場所

本館1階
北入口前

Ｃ

Ｃ

A

本館1階
西入口前

Ｂ

ベビー・こども服
スペシャルプラン
の福袋整理券
配布場所

ベビー・こども服の福袋Ｂ

Ｃ

整理券は
不要です こちらの福袋は整理券なしでご購入いただけます。

●〈イマック〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《30点限り》
●パールアクセサリー10,000円《5点限り》
●パールアクセサリー
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円《10点限り》
●〈アガタ パリ〉・・・・・・・・・10,000円《40点限り》
●〈コンプレックス ビズ〉10,000円《20点限り》
●〈タイム プラス スタイル〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《10点限り》
●18金・プラチナアクセサリー
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円《5点限り》
●18金・プラチナアクセサリー
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円《3点限り》

ホテルコンコルド浜松 
ウェディングプラン

抽選
販売

■受付期間／
　1月5日（日）まで
■価格／1,002,014円《1頭限り》
※当選のお客様にのみ1月14日（火）までに
ご連絡いたします。

遠鉄百貨店＆
ＨＡＳ浜松
乗馬クラブ 

抽選
販売

抽選
販売

■開催日／1月11日（土）東芝ブレイブルーパス戦 
■開催場所／ヤマハスタジアム 
■受付期間／あす1月2日（木）・3日（金）
■価格／各5,000円《各2組4名様》
※当選のお客様にのみ1月5日（日）までにご連絡いたします。 
※観戦チケットは中央席（メイン）となります。 
※サイン入りグッズは1セットにつき1点限りとなります。

■受付期間／1月5日（日）まで
■価格／20,000円
（レッスン料、装具レンタル料、騎乗保険を含む）
※乗馬スクールは小学１年生から70歳の方
までご参加いただけます。

ＨＡＳ浜松乗馬クラブ
乗馬スクール
回数券（10回分）

■受付期間／1月5日（日）まで
■価格／2,014円《2点限り》 
■協力／エボルテック（株）
　浜松開発センター
※当選のお客様にのみ1月14日（火）までにご連絡いたします。

３Ｄプリント
フィギュア福袋

a. ペア観戦チケット＆監督・全選手の
　サイン入りレプリカジャージ
b. ペア観戦チケット＆監督・全選手の
　サイン入りチーム公式球

2014スペシャル福袋 2014スペシャル福袋 ※えんてつカードのポイント付与およびポイントでのお支払いは除外とさせていただきます。※各種ご優待・クーポン券は
ご利用いただけません。

新年を祝うスペシャルなお楽しみをご用意！！

即売3Dスキャナーで全身を撮影し、
1/8スケールの立体フィギュア
を制作いたします。

■受付期間／あす1月2日（木）・3日（金）■価格／5,000円《10組20名様》
※当選のお客様にのみ1月14日（火）までにご連絡いたします。
※観戦チケットはホームフリーゾーン券2枚となります。
※開催日は2月上旬に決定いたします。

■開催日／2月9日（日）大分ヒートデビルズ戦 ■開催場所／浜松アリーナ
■受付期間／あす1月2日（木）・3日（金）■価格／10,000円《2組4名様》

（サイン入りグッズ・応援グッズ付）

2014年は

午年
だよ！！

■受付場所／本館7階 ギフトサロン

8黄金の大盃（24金、約5㎏、径30×高さ12.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・50,000,000円《1点限り》

8黄金の徳川家康公
（24金、約150ｇ、
14.5×6.3×高さ9㎝）
・・・・・・・2,014,000円
　　　　　　《1点限り》

2日（木）は実物を展示！

■本館1階 西入口ラグビートップリーグ ヤマハ発動機ジュビロ
監督・全選手のサイン入りグッズ＆ペア観戦チケット

bjリーグ 浜松・東三河フェニックス 
好きな選手との記念撮影&ペア観戦チケット

抽選
販売

抽選
販売

Jリーグ ジュビロ磐田 ホーム開幕戦ペア観戦チケット抽選
販売

※当選のお客様にのみ1月8日（水）までにご連絡いたします。
※観戦チケットはコートに最も近いダイヤモンドシート2枚となります。
※記念撮影は試合観戦後となります。

ポニー福袋

●〈ベアミネラル〉・・・・・・・・・5,000円《15点限り》
●〈パウダーパレット 〉・・・5,250円《30点限り》
●〈ドクターシーラボ〉・・・・・7,350円《10点限り》
●〈イヴ・サンローラン〉7,350円《40点限り》
●〈ネイルズユニーク アルティミッド〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《7点限り》
●〈シュウ ウエムラ〉・・・10,500円《40点限り》
●〈ヘレナ ルビンスタイン〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《10点限り》
●〈スワロフスキー〉・・・・15,000円《80点限り》

●〈MK ミッシェルクラン〉ハンドバッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《30点限り》
●婦人洋品・雑貨・・・・・・・・5,000円《50点限り》
●婦人防寒洋品・・・・・・・・・・3,000円《30点限り》
●〈ジェフリーフルビマーリ〉婦人財布
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《20点限り》
●〈ターラ・ブランカ〉婦人ストール
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈ミモ〉ハンドバッグ・婦人財布
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《50点限り》
●〈有名ブランド〉婦人ウォーキングバッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《5点限り》
●〈イザック〉ハンドバッグ10,500円《5点限り》
●〈シャルル ジョルダン〉ハンドバッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《20点限り》
●〈マンハッタナーズ〉ハンドバッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《10点限り》
●〈ゲラルディーニ〉ハンドバッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円《10点限り》

●プレタポルテ婦人服10,000円《40点限り》
●〈クレージュ〉・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》
●〈マダムジョコンダ〉20,000円《10点限り》
●〈モノ・エディション モーダ〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円《10点限り》
●〈モノ・エディション モーダ〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円《5点限り》
●〈レジァンス〉・・・・・・・・・・・20,000円《10点限り》

●〈マリサ グレース〉・・・・・5,000円《10点限り》
●〈エコルス〉・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《5点限り》
●〈天使の綿シフォン〉5,250円《50点限り》
●〈セシオセラ〉・・・・・・・・・・10,000円《5点限り》
●〈ジャンニ・ロ・ジュディチェ〉
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《5点限り》
●〈エムビー〉・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈アリスバーリーＬ〉10,000円《5点限り》
●〈ヴァンドゥー・オクトーブルＬ〉
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《5点限り》
●〈スタイルミーＬ〉・・・・・10,000円《5点限り》
●〈ハヴァ ナイス トリップ〉10,500円《5点限り》
●〈オルベーラ〉・・・・・・・・・10,500円《3点限り》
●〈ピサーノ〉・・・・・・・・・・・・・・10,500円《10点限り》
●〈ローズティアラ〉・・・10,500円《10点限り》
●〈レマロン ミュウ〉・・・20,000円《5点限り》
●〈リリアンビューティ〉21,000円《5点限り》

●〈ミッシェルクラン〉・・・10,000円《30点限り》
●〈アールズステージ〉10,000円《10点限り》
●〈ネイルズユニーク〉10,000円《10点限り》
●〈アリスバーリー〉・・・10,500円《20点限り》

●キャラクター文房具・・・1,000円《20点限り》
●〈香ぎゃらりぃ〉・・・・・・・・・・・2,000円《50点限り》
●〈ディズニーストア〉・・・3,000円《548点限り》
●〈タオル美術館〉・・・・・・・3,000円《140点限り》
●〈ボーネルンド〉（0～2歳）3,000円《30点限り》
●〈ボーネルンド〉（3～4歳）3,000円《20点限り》
●〈ボーネルンド〉（ファミリー）3,000円《10点限り》
●〈グラフィックステーション〉5,250円《10点限り》
●紳士・婦人ナイトウェア5,000円《計20点限り》

■和洋食器

●バス・トイレタリー雑貨3,000円《20点限り》
●〈ちふれ化粧品〉・・・・・・・3,990円《35点限り》
●〈近沢レース〉・・・・・・・・・・・・5,000円《20点限り》
●〈share with 栗原はるみ〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《40点限り》
●〈share with 栗原はるみ〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円《5点限り》
●〈アンジャルダン オン プリュ〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《50点限り》
●〈マナハウス〉・・・・・・・・・10,000円《30点限り》
●〈フェイラー〉・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》
●羽毛ふとん・・・・・・・・・・・・・15,000円《15点限り》
●羽毛ふとん・・・・・・・・・・・・・25,000円《20点限り》

●〈ＭＫ ミッシェルクラン〉
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《60点限り》
●〈カールパークレーン〉10,000円《80点限り》
●〈プーマ ライフスタイル〉（レディス）
　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈プーマ ライフスタイル〉（レディススポーツタイプ）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》

●えんてつオリジナル・・5,000円《160点限り》
●〈コーディー コービー〉5,250円《50点限り》
●〈プーマキッズ〉・・・・・・10,000円《60点限り》
●〈ミキハウス〉・・・・・・・・・10,500円《70点限り》
●〈ミキハウス ダブルB〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《55点限り》
●〈ベベ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《25点限り》
●〈ワスク〉・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《25点限り》

●〈アラミス〉・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》
●〈アラミス〉・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円《10点限り》
●〈ナノ・ユニバース〉（メンズ）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円《50点限り》
●〈ブルックス ブラザーズ〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円《30点限り》
●〈タケオキクチ〉（紳士雑貨）20,000円《5点限り》
●〈ポールスミス〉・・・・・・・・・20,000円《8点限り》
●〈マーノガーメントコンプレックス〉（メンズ）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円《5点限り》

●〈アナザーサイドスクエア／ボイコット〉（紳士雑貨）
　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《20点限り》
●〈マックレガー〉・・・・・・10,000円《80点限り》
●〈ミッシェルクランオム〉
　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《35点限り》
●〈プーマ ライフスタイル〉（メンズ）
　�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈プーマ ライフスタイル〉（メンズスポーツタイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》

●〈梅の花〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円《150点限り》
●〈アヴァンセ〉・・・・・・・・・・・・・1,050円《50点限り》
●〈魚久〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,260円《400点限り》
●〈坂角総本舖〉・・・・・・・・2,100円《120点限り》
●〈フォション ブティック〉3,000円《100点限り》

◆ホテルコンコルド浜松「ランチ券（4名様）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《60点限り》
◆ホテルコンコルド浜松「ペアディナー券」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》
◆ホテル九重〈割烹 曳馬野〉「うな重セットプラン（2名様）」・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》
◆ホテル九重 昼膳「華日和セット（2名様）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円《20点限り》
◆ホテル九重「貴賓室セット（2名様）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84,000円《5点限り》
◆オークラアクトシティホテル浜松「ペアディナー券」・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円《30点限り》
◆グランドホテル浜松「ペアランチ」＆「ディナー券」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円《20点限り》
◆浜松カントリークラブ「ゴルフプレー券（4名様）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000円《30点限り》

■受付期間／あす1月2日（木）・3日（金）
■価格／608,000円《3点限り》
※セット内容についてはホームページをご覧ください。
※当選のお客様にのみ1月8日（水）までにホテルコン
コルド浜松よりご連絡いたします。

遠鉄百貨店駐車場（第1）
※ご入庫は駐車場営業の

終了30分前まで
遠鉄百貨店駐車場（第2）
※ご入庫は駐車場営業の

終了30分前まで

Ｄ

●〈ロロ チェントロ カフェ〉コーヒー粉・タンブラー
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《50点限り》
●紳士カジュアルウェア5,000円《40点限り》
●〈ニューバランス〉（メンズ・レディス）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《各50点限り》
●〈ニューバランス〉（メンズ）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》

●〈有名ブランド〉紳士肌着・リラクシングウェア
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《20点限り》
●〈有名ブランド〉紳士肌着・リラクシングウェア
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《30点限り》
●〈有名ブランド〉紳士肌着・靴下
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《30点限り》
●〈有名ブランド〉紳士肌着（ボクサー）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,150円《100点限り》
●紳士洋品・雑貨・・・・・・・・5,000円《50点限り》
●紳士財布・ベルト・・・・・・3,000円《20点限り》
●〈ゾフ プラス〉・・・・・・・・・・・・5,250円《80点限り》

●〈生活の木〉・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《150点限り》
●〈ハウス オブ ローゼ〉3,000円《30点限り》
●ビューティー＆ヘルス（まかないこすめ）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,150円《15点限り》
●〈パーフェクトポーション〉
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円《10点限り》
●〈エンハーブ〉・・・・・・・・・・・・・5,000円《10点限り》
●〈ブラックペイント〉・・・10,000円《30点限り》

●初夢宝くじ（1枚）付紳士セーター・シャツ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《20点限り》
●〈レセント〉・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈アッシュ･エル〉・・・・・10,000円《15点限り》
●〈エミネント〉・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●イージーメード・・・・・・・・・30,000円《50点限り》
●イージーメード・・・・・・・・・50,000円《50点限り》

本館6階

新館5階
■美容・リラクゼーション

■紳士服・イージーメード

新館6階
■クロスファッション・喫茶

●〈ビレロイ＆ボッホ〉・・・・5,000円《5点限り》
●〈ビレロイ＆ボッホ〉10,000円《8点限り》
●〈ローゼンタール〉・・・10,000円《3点限り》
●〈リチャード・ジノリ〉10,000円《10点限り》
●〈ウェッジウッド〉・・・・・・10,000円《8点限り》
●〈ウェッジウッド〉・・・・・・20,000円《14点限り》
●〈ヘレンド〉・・・・・・・・・・・・・・30,000円《3点限り》

本館7階
■特選洋食器

■紳士洋品・紳士肌着・靴下・メガネ

●〈バービー〉キャリーケース・バッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《5点限り》
●メンズキャリーケース・バッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《3点限り》
●〈カナナプロジェクト〉キャリーケース・バッグ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円《5点限り》

■鞄・旅行用品

※１回の承りにつき、お渡しする整理券は１枚限り、ベビー・こども服の整理券は２枚限りとさせていただきます。
なお、限定数に達したものから整理券の配布を終了いたします。



エンデパ

ハンドバッグ

“春（張る）”財布特集
■本館2階 婦人洋品

■あす1月2日（木）61月7日（火）
■本館5階 文房具※最終日は午後5時閉場

新春食料品特集
6〈ブレクレール〉
新春パーティー
セット
（約3～4人前）
1,980円
《各日20点限り》
■個性色色

■あす1月2日（木）・3日（金）の2日間限り
■本館地1階 食料品

エンデパ
ブランド＆スケジュールはこちら！

貯まったえんてつポイントでお得な商品交換!! 4〈カイザーハム〉
十和田湖高原豚
ポークウインナー
630円6525ポイント
■本館地1階 惣菜

6〈カワシマ
セルコンギャラリー〉
座布団カバーよりどり2枚
（55×59㎝）3,990円
62,800ポイント
■本館7階 リビング

8〈エポイ〉①長財布（19.5×10㎝）19,950円
②マルチケース（12×8.5㎝）・・・・・・・・・・・9,975円

新年は集って賑やかに。手軽に楽しめる美味しさを豊富にご用意。■        1月2日（木）66日（月）本館8階 催のご案内 あ す

1月4日（土）からの催のご案内

エリマキ999ショップ
■催会場 ※最終日は午後5時閉場

■催会場 ※最終日は午後5時閉場

同時開催 新春婦人靴・ハンドバッグバーゲン
同時開催■入場料：［一般］500円／［中・高校生］300円※小学生以下無料

■主催／テレビ静岡 ■協賛／オリンパスイメージング株式会社
■企画制作／クレヴィス

岩合光昭 写真展
IWAGO M ITSUAK I

ⓒMitsuaki Iwago

ねこグッズショップ

ネコが幸せになれば、
ヒトも幸せ。

◎「えんてつ百貨店友の会会員証」・「えんてつカード」を会場内チケット
　売場にご提示ください。ご本人様に限り、入場無料とさせていただきます。
◎「障がい者手帳」をご提示いただいたご本人様、ならびにご同伴者1名様
　まで入場無料とさせていただきます。

■応募方法／L判またはE判プリントしたお気に入りの
　　　　　　お写真をお持ちください。
■募集期間／１月9日（木）まで
■展示期間／『岩合光昭写真展～ねこ～』会期中
■受　　付／会場チケット売場までお持ちください。
※応募点数はお一人様2枚まで 
※ご応募いただいた写真は返却いたしません。
※被写体に人物が入る場合は必ずご本人様の承諾を得てください。
※展示の際、お名前などのご紹介はいたしかねます。

わが家のネコちゃん
写真大募集！

お持ちいただいたねこの写真は、会場横で展示させてい
ただきます。ふるってご応募ください。ご応募いただいた
お客様には本展ご招待券（お一人様1枚）を差しあげます。

招待券
プレゼント

新館8階 えんてつホールのご案内

■1月10日（金）まで※最終日は午後5時閉場
※1月1日（水・祝）は休業日とさせていただきます。

●〈RF-1〉たらば蟹のスペシャルシーフードサラダ
（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・630円
●〈神戸コロッケ〉黒毛和牛の特製ポテトコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210円 ■惣菜

6渡辺あきお「ノアンの恋」（約41×49㎝）・・・・・・・・・・・・・・・10,500円《2点限り》
●いわさきちひろプリント額装各種（約32×41㎝）・・・・・・2,014円《10点限り》

〈グラフィックステーション〉
版画スペシャルセール

新春 趣味の切手・古銭
展示販売会

※印鑑と身分証明書（運転免許証・健康保険証など）をお持ちください。
静岡県公安委員会許可 第491270003624号

6〈秋芳堂〉カステラ饅頭
真空パック（12個入）
570円6450ポイント
■本館地1階 お・や・つ スクエア

4〈ヨックモック〉南青山ロール
（1本、約15㎝）1,575ポイント
《各日100本限り》

■1月4日（土）66日（月）
■スペース8
※最終日は午後5時閉場

4・〈宮野勇造〉本加賀訪問着・・・・・・・・・・・・・210,000円
・〈西陣まいづる〉袋帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189,000円

新春きものフェスティバル

春に新調すると“財布が張る”といわれる
縁起の良い春財布をご紹介。2014年の
開運カラーなど豊富に取り揃えました。

8お年玉小型シート
①平成14年（午年）・・・・・・・・315円
②平成 2 年（午年）・・・・・・・・263円

① ①

②

②

6新20円金貨283,500円

文房具・生活雑貨・ハン
カチ・バッグなど、ねこをモ
チーフにした多彩なグッズ
を豊富に取り揃えました。

特別提供品
●振袖3点セット（振袖・袋帯・長襦袢、お誂え仕立付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・409,500円
●小紋・袋帯・名古屋帯・長襦袢各種10,500円

マフラー・ストール 婦人帽子

全品
999円

8〈築地 中島水産〉刺身5点盛り（約3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,980円《各日30点限り》 ■鮮魚

①

②

人気のスウィーツ先行予約

※1月4日（土）より遠鉄グループ各所のえん
てつカードポイントターミナルにて引換券の発
券を開始します。※ご指定の引換日当日に、
新館地1階 和洋菓子特設会場まで引換
券をお持ちください。お並びいただくこと
なく商品を必ずお受取いただけます。

■引換日／1月18日（土）・19日（日）
■お引換場所／新館地1階 和洋菓子特設会場

えんてつポイント
交換限定

1月31日（金）62月14日（金）に
新館8階 えんてつホールで開催される
ショコラの祭典「アムール・デュ・ショコラ」
でご利用いただけます。

2014えんてつ アムール・デュ・ショコラ 
お得なお買物クーポン券交換！
《先着3,000枚限り》
※1月4日（土）より遠鉄グループ各所の

えんてつカードポイントターミナルにて発券を開始します。

えんてつポイント950ポイントが
お買物クーポン券1,000円分に。

※特別価格につき各種ご優待はいたしかねます。
※各売場で一部セール除外品がございます。詳しくは売場販売員におたずねください。

衝撃プライスにテンション急上昇 開店時は、大変混雑が予想されますので、午前１０時に
本館・新館にご入店いただける入口を本館・新館、各2ヶ所

の４ヶ所に限定させていただきます。
※入口の位置は裏面の地図をご確認ください。

本館地1階 北東入口
本館1階 東入口

新館地1階 南東入口
新館1階 南入口

■１月７日（火）まで ■本館７階 クリエイティブ工房
※最終日は午後５時閉場

■１月７日（火）まで ■本館７階 アートサロン
※最終日は午後４時閉場

■１月７日（火）まで ■本館２階 スペース２
※最終日は午後６時閉場

〈パルーナ〉新春パールアクセサリーバーゲン

国内・海外有名作家 版画セール

有田焼 美濃焼ほか有名産地陶器市

期間中、本館３・４階、新館１・２・３・４階 婦人服にて、1回の
お買上げ金額５,０００円以上で１枚応募用紙を差しあげます。
※当選されたお客様には、後日当選ハガキにてお知らせいたします。

■１月４日（土）6１３日（月・祝）
■応募箱設置場所／イ・コ・イ スクエア３階

６００名様に
抽選で賞品が
当たる！

1月2日 THU START!!あす

〈4℃〉ハンドバッグ

新
館
2
階

本
館
3
階

新
館
1
階

本
館
4
階

新
館
4
階

新
館
3
階

本
館
2
階

本
館
4
階

■1月3日（金）
　スタート！ 〈エンスウィート（紳士ナイトウェア）〉

〈エミネント〉

〈カワシマセルコンギャラリー〉
新
館
6
階

本
館
5
階

本
館
6
階

本
館
7
階

新
館
7
階

新
館
5
階

ヒートアップ！！クリアランス
婦人服お買上げ抽選会

ⓒMitsuaki Iwago

長崎県・福江島

宮城県・田代島

「切手・古銭」収集・買入れご相談会開催

婦人服、婦人雑貨 婦人服

婦人靴

ゴルフウェア、スポーツ

リビング

紳士服、クロスファッション

ハンドバッグ

婦人アクセサリー

婦人服
［小さなサイズのパールサイズ］

婦人服
［大きなサイズのユアサイズ］

ベビー・こども服、
おもちゃ、ナイトウェア

■1月4日（土）631日（金）

詳しくは えんてつカード
このほかにもお得な商品が盛りだくさん！

※表示価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※価格表示のない品物は、コーディネートの参考品です。
※食料品の写真は調理・盛り付けの一例です。
※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を
　中止する場合もございます。
※各階セール品、催会場の特別価格品などについては、各種ご優待
　およびポイント付与を除外とさせていただく場合がございます。

イ・コ・イ スクエア はままつArt・鉄・人（アーテツト）ギャラリー6階 ギャラリー・ロゼ ■1月6日（月）まで
※最終日は午後5時閉場

地1階 食料品催場

地1階 ウィークリースウィーツ ※最終日は午後7時閉場

地1階 プラザB-1
※最終日は午後7時閉場新春グルメフェア
京和楽（いちご大福）

新  

館

本  

館 新  

館

■あす1月2日（木）61月7日（火）各階のご案内

いちご大福をはじめ、みた
らし団子など各種和菓子
をご紹介いたします。

1月1日（水・祝）は
休業日とさせていただきます。

■1月8日（水）614日（火）
■本館8階 催会場 ※最終日は

午後4時30分閉場

選りすぐりの美味しさ満載便が到着！
予 告

※一部対応していない
機種がございます。

詳しい情報は
こちらから！

4出世大名 家康くん
①ネックウォーマー2,940円62,058ポイント
■新館6階 メンズキャラクターズ
②マフラー5,250円63,675ポイント
■本館6階 紳士洋品

大北海道物産展冬の
髙野屋貞広（迎春菓子） ■1月3日（金）まで
パティスリークロシェット（ガレット・デ・ロワ） ■1月4日（土）67日（火）

紳士服、メガネ

みやこ（京ねぎ焼き）、
木曽奈良井宿きむら（五平餅）


