
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

浜名湖ガーデンパーク会場
はままつフラワーパーク会場

■6月15日（日）まで

ģ14 水ڜ16ýר4

〈芳々亭／福岡県福岡市〉
博多もつ鍋（2人前〈国産牛
ホルモン200g、特製ちゃんぽん麺、スープ〉、
味噌・塩・醤油）・・・各2,214円

「くまモン」
がやってくる

※
最
終
日
は
午
後
４
時
30
分
閉
場 

本館8階 レストラン街
各階喫茶限定メニュー

和食処 紅すゞめ ブラッスリー・ザ・ミニム本館
3階

本館
8階

大九州展
特別企画
SPECIAL

新登場

バスタオルやクッション、ぬいぐるみ、文具など愛らしい
キャラクターをデザインしたグッズを特集。

揚げ物と焼き物で、黒豚の旨味
をご堪能ください。

佐賀県〈山﨑ハム〉のハムを使用
したパイ包みをご堪能ください。

※食料品の各種ご優待、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。 ※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。 ※写真は調理・盛り付けの一例です。

4〈リュウキュウライオン／沖縄県那覇市〉
①黒蝶真珠ネックレス（約8～10.5㎜珠、
ピーコック鑑別書付）・・・・・・・・・・・・・・194,400円
②南洋真珠ペンダント（留具／18金、
約12～14㎜珠）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円

6〈山村織物／
福岡県久留米市〉
ショルダーバッグ
（約21×4×高さ25㎝）
12,960円

6〈喜多つげ製作所／
鹿児島県指宿市〉
薩摩つげブラシ
（3列）特別セット
（ブラシクリーナー・椿油〈27ｇ〉、
歯／薩摩つげ材、約16.5㎝）
6,912円《5点限り》

4〈山村織物／
福岡県久留米市〉
ワンピース
・・・・・49,680円

黒豚づくし膳（鹿児島県産黒豚使用、
とんかつ・豚生姜焼き、九州産デコポン付）
・・・・・・・・2,700円《各日20食限り》

ハムのパイ包み焼き ゆずこしょう
ソース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
《午前11時からの販売、各日10食限り》

〈原絹織物／鹿児島県奄美市〉
8大島紬ストール68,000円
4重ねフリル衿単衣コート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248,000円

●珊瑚細工〈出口さんご／長崎県五島市〉
●火山白土洗顔〈天元／鹿児島県姶良市〉

〈フランス菓子 パニエ
／大分県速見郡〉
パニエのチーズ
ブッセ（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・1,242円
《各日30箱限り》

〈フランス菓子 一公／
鹿児島県鹿児島市〉
桜ロール（約18㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・1,350円
《各日30本限り》

無着色からし明太子
・・・・・・・・・・・・・・・・〈博多うち川／福岡県福岡市〉
柿漬大根・・・・・〈鶴商店／佐賀県唐津市〉
からすみ・・・・・・・〈高野屋／長崎県長崎市〉
五島ばらもん揚げ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・〈浜口水産／長崎県五島市〉
ハブキモ入粉末
〈奄美物産ハブセンター／鹿児島県奄美市〉
奄美黒砂糖〈豊食品／鹿児島県奄美市〉
さつま揚〈有村屋／鹿児島県鹿児島市〉
山うにとうふ〈五木屋本舗／熊本県球磨郡〉
ちりめん・・・・・・・〈秀栄丸／熊本県八代市〉
柚子ごしょう〈東山本店／熊本県八代市〉
純馬油・・・・・〈人吉農産／熊本県人吉市〉
蜂蜜・・・・・〈小浜養蜂場／沖縄県沖縄市〉
伝統野草配合茶〈千草物産／沖縄県那覇市〉
ヤエヤマアオキ
・・・〈石垣島物産商事／沖縄県南風原町〉

〈森からし蓮根／熊本県
熊本市〉からし蓮根
（約280ｇ）・・1,296円

〈味の明太子 ふくや／福岡県
福岡市〉味の明太子
（120ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈萬坊／佐賀県唐津市〉
いかしゅうまい 大まる
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

〈山﨑ハム／佐賀県藤津郡〉
ハム・ソーセージ
（3個よりどり）・・・・・・・・・・1,080円

〈味の兵四郎／福岡県筑紫野市〉
あご入兵四郎だし
（9g×30袋入）・・・・・・・・・・1,944円

〈村岡総本舗／佐賀県小城市〉
特製切り羊羹（紅煉・本煉・
小倉、各250ｇ）・・・・・・・各800円

〈蘇州林／長崎県長崎市〉
角煮割包（1個）・・・345円

〈茂木一○香本家／長崎県
長崎市〉
カステラ巻（1本）・・864円

〈宮崎果汁／宮崎県串間市〉
①マンゴードリンク
（720㎖）1,620円②グァバ
ドリンク（720㎖）1,080円

〈南里正信商店／福岡県福岡市〉
めんたいコロッケ（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈肥後 丸乃屋／
熊本県熊本市〉丸乃屋
塩からあげ（塩味・カレー味、
100ｇ当り）・・・各350円

①

②

〈熊本菓房／熊本県
熊本市〉デコポン
ゼリー（1個）410円

〈国分とらや／鹿児島県霧島市〉
①栗黒丸（5個入）648円
②かるかん饅頭（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

〈熊本六季／熊本県熊本市〉
塩いきなりだご・
塩いきなりだご栗入
（1個）・・・・・・・・・各162円

実 演

新登場

新登場

新登場

〈吉祥庵／福岡県福岡市〉
玄海灘さば寿司（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

〈大村寿司 平野屋／長崎県
長崎市〉大村寿司詰合せ
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

〈桑水流畜産／宮崎県小林市〉
黒豚みそ漬
（1パック、約130ｇ）
680円

〈三日月屋／福岡県福岡市〉
クロワッサン（1個）
・・・・・・・・・・・184円から

〈かさの家／福岡県
太宰府市〉
梅ヶ枝餅
（5個入）650円

4〈小林彫刻所／
福岡県北九州市〉
銘木 屋久杉
仏壇「紀元」
（56×44×高さ63㎝、
御宗派別仏具一式付）
615,600円

4〈坂本べっ甲店／
長崎県長崎市〉
本べっ甲ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・172,800円
《2点限り》

①

②

春を感じさせるほの
かな桜の香りを包み
込んだロールケーキ
です。

長崎の石畳をビター
とホワイトのチョコ
レートムースを使用
し再現。

口どけなめらかな
チーズクリームと生
クリームをふわふわの
ブッセ生地でサンド
しました。

渋皮マロン入りの
クリームをリキュー
ルの効いた生地で
はさみました。

〈ちゅら島市場／
沖縄県うるま市〉
海ぶどう（80ｇ）
1,080円

ぷちぷちとした
食感とほのかな
塩味が楽しめる
沖縄ならではの
美味しさです。

菅原道真公に
縁のある太宰
府名物、つぶ
餡入りの焼き餅。

じっくり時間を
かけて煮込ん
だ角煮を炙り、
香ばしく仕上
げました。
〈Dining萬來／
鹿児島県志布志市〉
炙り角煮弁当
（1折）1,100円

厳選した素材をじっくり醗酵させ
焼きあげたクロワッサンです。

〈スイス／熊本県熊本市〉
リキュールマロン
（1個）・・・・・・・・・・・237円
《60個限り》

〈ボンソアール／
長崎県長崎市〉
チョコレンガ（1本、
約14㎝）・・・・・1,188円
《各日30点限り》

① ②

〈炭壱／宮崎県延岡市〉
チキン南蛮
（100g当り、タル
タルソース付）
410円

〈小山商店／熊本県
熊本市〉馬刺し（100ｇ当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

九州人
気!!

お取り
寄せ

スウィ
ーツ
特集

各県を代表するスウィーツをご紹介。

〈赤い風船／福岡県福岡市〉

くまモングッズコーナー

厳選チーズの濃厚タルト。
表面サクッ、中はふわっと
やわらかなダックワーズ。

新鮮なクリームチーズと
長崎産温州みかんを合わせた
フルーティーなフロマージュ。

〈フランス菓子 16区／
福岡県福岡市〉

蜜柑フロマージュ
（径約12㎝）
1,620円
《各日50台限り》

ホタテ貝よりも甘みのある
緋扇貝の特製弁当。

〈天草 海まる／熊本県熊本市〉
熊本城店限定 うにコロッケ
プレミアム（1個）・・・・・・・・・388円
《各日100個限り》

〈紅蘭亭／
熊本県熊本市〉

太平燕
（1人前）864円

※各日、午前10時30分からの営業、
ラストオーダーは閉場の30分前まで

6〈池浪刃物製作所／
鹿児島県西之表市〉
手打ち万能包丁（中）
（刃渡り／約14.5㎝）
3,780円《100本限り》

実 演

実 演

新商品

新商品

新商品
実 演

新登場
お食事処

緑豆100%の春雨にからむ鳥ガラと
豚骨スープが絶品の、熊本県民が
愛するタイピーエン。

4濃厚チーズタルト
（径約12㎝）・・・・・・・1,706円
《各日50台限り》

2ダックワーズ（1袋、2個入）
・・・・・378円《各日100袋限り》

■4月21日（月）
午後3時・5時

■本館8階 催会場

〈井野観光／熊本県阿蘇市〉
①円筒クッション2,160円②ハートぬいぐるみ
1,730円③バスタオル2,160円

① ②

③

天草のうにとホワイトソースの 
とろけるような美味しさを 
コロッケに閉じこめました。

ȠɘȥɜɭȦୠਗ"

ȤɜȯɭɓɄȽȵ"

大人気
のゆるキャ

ラ

「くまモン」
グッズが大集合！

〈旬香／熊本県阿蘇郡〉
ジャンボ芋かりん
とう（450ｇ）1,080円

タイピーエン

実 演実 演

熊本の
営業部長

〈寿司割烹おおむろ／大分県佐伯市〉

緋扇貝弁当（1折）・・1,800円
《各日50折限り》

ひおうぎがい

ひおうぎがいひおうぎがい

本 催
新登場

■
4
月
16
日（
水
）
22
日（
火
）ま
で

■
本
館
8
階 

催
会
場

新商品

4月21日（月）のみの販売



エンデパ

連日休まず、午後7時30分まで
営業いたします。

※表示価格は消費税を含む総額（8％）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。

プラチナ世代に向けた
ファッション＆肌着ブランド
のアイテムを揃えてご紹介
いたします。
6〈ネイプル〉
・ブラウス・・・・・・30,240円
・ニット・・・・・・・・・・・・20,520円
・パンツ・・・・・・・・・・18,360円

　　　　 　  期間中、本館２階 〈４℃ジュエリー〉にて
エンゲージリングまたはマリッジリングをペアでご成約の
お客様に、オリジナルノベルティを差しあげます。※数に
限りがございます。※詳しくは売場販売員におたずねください。

ブライダルフェア ■５月１３日（火）まで
■本館２階 婦人アクセサリー、本館７階 宝石、ギフトサロン 〈ネイプル〉〈グラッピー〉

コラボショップ
■４月２２日（火）まで
■本館４階 特設会場 ■4月20日（日）

午後1時から（約1時間）
■先着20名様
■新館5階 プラザ5
※お申込み・お問合せは、
新館5階 スポーツ 
TEL.053（457）5417［直通］まで

〈エース・プロテカ〉
10周年記念キャンペーン

■4月22日（火）まで
■本館1階 西入口特設会場

植物性ナチュラルオイルを使用した
無添加石けん。全８種からお肌に合わ
せてお選びいただけます。

２６種類以上の和漢エキスを
配合。やわらかなつけ心地で肌に
すっとなじみます。

漢方エキス＆美容成分配合で、
クレンジング・洗顔・美容液が
一つになった竹炭洗顔料です。

8〈大阪府／cocoon〉
カメレオン ナチュラルソープ（バラ・
くわの葉・ゴートミルク、75ℊ）・・・・・・・各1,296円

8〈シビラ〉七分袖 婦人ナイトウェア・・・各9,720円 
■本館5階 ナイトウェア

お茶エキスと植物オイルを
配合し、保湿にも優れた無添加
のカテキン石けんです。
8〈静岡県／アミューレ〉
アミューレコンセール デュテ
リッチ Lサイズ（100ℊ）2,160円

8〈広島県／ティーエムプラン〉
ジュンタン クレンジングクリーム
（150ℊ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

においとベタつきが
少ない純度100%
の椿油。髪から
肌まで全身に使え、
キメ細やかな弾
力肌に。

富士山の湧水と
純米酒を配合し
た日本酒コスメ。
コメヌカエキスで
しっとり潤い肌へ。

8〈京都府／ANBAN〉
保湿クリーム（80ℊ）・・・5,400円

●カジュアルシューズ
各種
3,240円《100点限り》

4〈長崎県／
五島椿本舗〉
純粋椿油（120㎖）
・・・・・・・・・・・・2,160円

6〈静岡県／
富士正酒造〉
蔵ら ミスト
スプレー（100㎖）
・・・・・・・・・・・・1,200円

「ラゲージの安心・
安全」というコンセ
プトのもと、ブランド
10周年を迎えた
〈エース・プロテカ〉
からお買得な記念
モデルが登場いた
しました。

夏に最適なゴルフ
ウェアやスコアアップ
へのアドバイスなど、
楽しくお話いたします。

趣味の切手・古銭展示販売会
■4月22日（火）まで ■本館5階 文房具

※最終日は午後4時閉場

■4月16日（水）622日（火）本館8階 催のご案内 ※最終日は午後5時閉場

ご当地コスメセレクション■スペース8

地元の自然素材や製法にこだわった、人気のコスメをご紹介。

レザーから夏素材まで、これからの季節に活躍のアイテムをお買得価格で！ 日替り提供品
4月16日（水）

4月17日（木）

4月18日（金）

●カジュアルバッグ
各種
・・・1,080円《20点限り》

●ウォーキングシューズ
各種
3,240円《100点限り》

■5月11日（日）まで ■各階で開催

6〈カステルバジャック〉
紳士ボディバッグ（17×
8×高さ31㎝）14,040円
■本館6階 鞄・旅行用品

6①②〈ペダラ〉婦人ウォーキング
シューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各19,440円
　　　　　　　■本館2階 婦人靴
③〈ワールドマーチ〉紳士ウォーキング
シューズ（牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・15,984円
　　　　　　　■本館6階 紳士靴

専用の計測器に足を乗せるだけの簡単測定で、左右それぞれの足の長さ・
幅・つま先の形状を瞬時に測定し、お客様の足に合った靴をご提案いたします。

■4月18日（金）・19日（土）各日午後5時まで ■本館2階 婦人靴
〈アシックス〉足型計測会

4〈エース・プロテカ〉
スーツケース（45×27×
高さ63㎝、63ℓ、4.7㎏）
・・・・・・・・・・・・・・33,480円
※このほか78ℓ・91ℓサイズも
お取扱いいたします。

要予約 お電話＆店頭受付

〈マンシングウェア〉契約 
藤野オリエプロトークショー

初夏のゴルフフェア
■4月29日（火・祝）まで ■新館5階 ゴルフウェア

4切手趣味
週間記念切手 
6種セット
（1955～1960年）
・・・3,240円
《10セット限り》

6天保小判（鑑定書付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248,400円
※写真はイメージです。

「切手・古銭」収集・買入れ お客様ご相談会
※買入れの際には、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

プレゼント　　　　　　期間中、新館5階 ゴルフウェア売場にて21,600円
以上お買上げのお客様の中から抽選で15名様に、新館5階 ゴルフ
ウェア売場でご利用いただけるクーポン券などを差しあげます。

6①カゴバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
②カジュアルバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
③デザインパンプス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

4ハンドバッグ各種
①5,400円②3,240円
③〈ゴールデンフット〉
サンダル各種・・・・・5,400円

■本館７階 ギフトサロン

アンケートにお答え
いただいたカップルに
プレゼント！！

本館２階 〈ヴァンドーム青山〉〈アガット〉
　　　　〈組曲ジュエリー〉ほか
本館７階 〈アルカンシェル〉〈ニナリッチ〉
　　　　〈ブルーリバー〉〈オンリーユー〉

このほかの対象ブランド

■４月１９日（土）午後２時から（約３０分）
■講師／〈ワコール〉坂東敬子さん、
　　　　〈ネイプル〉杉戸千代子さん

　　　　　　    プラチナ世代を応援！
ファッションからイキイキと
〈ネイプル〉＆〈グラッピー〉コラボトークショー

4〈4℃〉プレシャスブライダル
①エンゲージリング（プラチナ995・ダイヤモンド）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313,200円から
マリッジリング
②（メンズ、プラチナ995）・・・・131 ,760円
③（レディス、プラチナ995・ダイヤモンド）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,400円
■本館２階 〈４℃ジュエリー〉
プレゼント

結婚を控えたお二人で、式場・日取りなど簡単な
アンケートにお答えいただくと「おためし引菓子」
を差しあげます。※数に限りがございます。
※詳しくは売場販売員におたずねください。

期間中、本館２階 婦人アクセサリー売場、本館７階 宝石
売場の対象ブランドにてブライダルフェア対象品を
お買上げの際、「えんてつカード」もしくは「えんてつ百貨店
友の会会員証」のご提示で特別優待価格にてお求めいただけます。
※詳しくは売場販売員におたずねください。

① ②

③

①

①
②

②

③③

6〈ジェーンモア〉
アンサンブル17,280円
■本館4階 ミセスエレガンス
※アクセサリーは参考商品です。

■対象売場／本館３・４階、新館１・２・３・４階 婦人服、
                 本館５階 ナイトウェア、本館７階 エプロン

〈ハウス オブ ローゼ〉バラの入浴剤（１個）プレゼント

■投票期間／４月２７日（日）まで ■本館４階 特設会場 母の日人気コンテスト
期間中、本館４階 特設会場にて「母の日にほしいコーディネート」の人気コンテストを開催！
本館４階 特設会場に展示している対象スタイルから、お好みのコーディネートを選んでご応募
ください。１位に選ばれたコーディネートにご応募いただいたお客様の中から抽選で５名様
にスウィーツクーポン（５００円分）を差しあげます。
■投票結果展示期間／４月30日（水）65月11日（日）

期間中、下記対象売場にて母の日ギフトをお買上げのお客様
に〈ハウス オブ ローゼ〉バラの入浴剤（１個）差しあげます。
※数に限りがございます。※詳しくは売場販売員におたずねください。

8〈アマカ〉ブラウス・・・20,520円
■本館３階 コンテンポラリースタイル

■４月２９日（火・祝）まで ■本館２階 婦人靴
婦人ウォーキングシューズ人気コンテスト

期間中、対象品をお買上げのお客様にご参加いただく人気コンテストを開催 ！
抽選でご投票いただいたウォーキングシューズを差しあげます。
※詳しくは売場販売員におたずねください。

本館２階 婦人雑貨、本館３・４階、新館１・２・３・４階 婦人服、
本館５階 ベビー・こども服、本館・新館６階 紳士服、紳士雑貨

会期中、対象売場にて５，０００円以上お買上げ
のお客様の中から抽選で選べるプレゼントを
差しあげます。

浜名湖花博2014へ行こう！お買上げ抽選プレゼント

スウィーツクーポン（1,000円分）《3０名様》

遠鉄石油でご利用いただける
ガソリンクーポン（３,０００円分）《３０名様》

浜名湖花博２０１４（２会場セット）
ペア入場券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《２０名様》

対象売場

9〈ウンガロ〉
婦人ショルダーバッグ
（25×9×高さ22㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円
■本館2階 ハンドバッグ

8婦人ストール（UV加工）各4,104円
　　　　　　■本館2階 婦人洋品

8〈ニナリッチ〉
婦人晴雨兼用傘・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
　　　　　　　　■本館2階 婦人洋品

8〈リーバイス〉紳士
・シャツ・・・・・・・・・・・・・・17,280円
・カットソー・・・・・・・・・・9, 180円
・パンツ・・・・・・・・・・・・22,248円
・ハット・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
・シューズ・・・・・・・・・・16,200円
・バッグ（38×15×高さ36㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39,960円
■新館6階 クロスファッション

② ③①

お出かけ
に

便利な快
適グッズ

もご用意
！

4〈ミッシェルクラン〉婦人
・カーディガン・・・・・・・・・・・・16,200円
・カットソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円
　■新館4階 キャリアエレガンス

着心地の良い麻の
カーディガンにカラフルな
Tシャツとボトムを合わせて

アクティブに！

8〈MK ミッシェルクラン〉婦人
・カーディガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 1 ,880円
・カットソー・・・9,504円・パンツ・・・8,424円
　　　　　　■新館2階 ヤングセレクション
〈リーガル〉婦人カジュアルシューズ12,960円
　　　　　　　　　　　■本館2階 婦人靴
〈マキシン〉婦人帽子（UV加工）・・・・・12,960円
　■本館2階 婦人洋品※バッグは参考商品です。

6〈ミキハウス〉女児
・カーディガン（80～150㎝、UV加工）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,776円から
・Tシャツ（100～150㎝）14,040円から
・キュロットスカート（100～150㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円から
・帽子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,832円
・バッグ（14.5×6.5×高さ21.5㎝）5,292円
　　 ■本館5階 ベビー・こども服

■4月20日（日）午後1時30分・3時30分（各回約30分）
■イ・コ・イ スクエア3階
イトキンの人気コーディネーター気駕マサヒコさんによる、
楽しいトークとファッションアドバイスをお楽しみください。

気駕マサヒコ トークショー「color me happy」
■４月２７日（日）まで■各階イトキンブランドイトキンフェア

8〈アンフィール〉婦人帽子
（はっ水加工）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各7,344円
　　　　　  ■本館2階 婦人洋品

婦人靴・ハンドバッグバーゲン■スペース8

ヤングミセス

帽子のリボンはテープを外すと日よけカバーに！カーディガンを合わせて、紫外線対策も可愛らしく演出！

喜びにあふれるお二人にふさわしい輝きを豊富に取り揃えました。

■4月29日（火・祝）まで ■各階で開催

A賞

B賞

Wチャンス

お積立コースは、3,000円・
5,000円・10,000円・30,000円
の4コースからお選びいただ
けます。

●一年間のお積立で
満期月にお積立額の
1ヶ月分のボーナスが
つきます。

●

えんてつ百貨店友の会 会員様募集中新規

■4月22日（火）まで 各階のご案内

〈ゲート・トレントゥーノ〉ハンドバッグフェア

野口美枝「革の夢」展

2階 スペース2 ※最終日は午後6時閉場 地1階 食料品催場

7階 アートサロン ※最終日は午後4時閉場

7階 クリエイティブ工房 ※最終日は午後5時閉場

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
ペック（イタリアパン）

ご当地絶品グルメの会

本  

館 新  

館

本  

館

6おひつ（2号、外径19㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

6抹茶のミニパイカスター（1個）・・・・・・・・・・140円
・桶・樽工芸品（樽冨かまた）

・オノオレカンバ 木のクラフト展（アートフォルム）

横浜馬車道で人気の洋菓子店から、サクサク
のパイ生地と抹茶クリームのスウィーツを期間
限定でご紹介します。

熟練した職人が、秋田杉の特性と美しさを最大限
に活かして作り上げた道具の数 を々ご紹介します。

ガトー・ド・ボワイヤージュ（洋菓子）

浦嶋商店（乾燥ふかひれ）
風月堂（ササニシキアイス）

遠鉄百貨店 第1・第2駐車場は、
自動精算機による精算に変わりました。

駐車料金サービス 店内レジにて、駐車券と当日お買上げのレシートを
ご提示いただき、割引認証をお受けください。

※第1駐車場をご利用のお客様は、1B・3B・5B階に設置された事前精算機をご利用ください。


