
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

スマートフォンでも、
今週の折込チラシが
ご覧いただけます。

エンデパ

スマホde

ģ14 水ڜ30ýר7

  誠に勝手ながら8月7日（木）は棚卸しのため、
  午後6時までの営業とさせていただきます。

※新館8階 トリックアート展2は午後7時30分まで、本館８階 レストラン街・本館2階 〈星乃珈琲店〉は午後９時まで、
本館屋上ビアバイキングは午後9時30分まで通常通り営業いたします。

お知らせ

静岡第一テレビ開局35周年記念

■8月1日（金）・2日（土）
■イ・コ・イ スクエア5階 ■各日先着300名様
※ご参加は小学6年生以下とさせていただきます。

6〈ミキハウス〉
①・女児ゆかた
・・・11,880円から
・帯・・・9,504円
②男児甚平
・・・7,884円から
■本館5階 
　ベビー・こども服

8〈バンダイ〉
ウォーターファイト
（インフィニットペガサス）3,024円
4スノーケル＆マスクセット
（対象／6～12歳）・・・・1,350円
■本館5階 おもちゃ

■午後2時から（約1時間） ■イ・コ・イ スクエア地下1階
■先着10組様 ■参加費／1組500円
※お申込み・お問合せは、本館地下1階 食料品事務所TEL.053（457）6048［直通］まで

〈古市庵〉親子でわくわく太巻き作り教室

※最終日は午後4時30分閉場
※各日ご入場は閉場の30分前まで

■　　　　　   8月26日（火）まで
■新館8階 えんてつホール

●えんてつカード会員様（ご本人様）
●えんてつ百貨店友の会会員様（ご本人様）

ご提示で
入場料
100円引

■入場料／一般500円、小学生以下300円
※3歳以下無料

小学生以下のお客様は当日の遠鉄バス・電車を
ご利用いただける「お帰りきっぷ」を差しあげます。
※会場チケット売場にてお申し付けください。

遠鉄バス・電車で
「トリックアート展2」に行こう！！

「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。

■主催／静岡第一テレビ ■後援／浜松市教育委員会
■作品提供／株式会社 エス・デー Trick Art

カメラを
お忘れなく！

簡単で美味しい太巻き寿司を親子で楽しく
作ってみよう！

6〈ロロ チェントロ カフェ〉
①キャラメルポップコーン・・・・・・・・300円
※7月30日（水）・8月2日（土）の販売はございません。
②マスカルポーネチーズソフトクリーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円 ■新館6階

6ヘラクレスオオカブト
フロート（浮き具、約103×60㎝）
・・・・・・・・・・・2,160円
■本館5階 
おもちゃ

■午前11時・午後2時（各回約30分）

◎ウォットスタッフの体験教室開催！
■午後3時まで 

　　　　　　    浜名湖体験学習施設ウォット 
見て！触って！体感水族館

ヒトデや魚など海の生き物が遊びに
来るよ。そっと触ってみてごらん。

水族館のスタッフがクマノミやヒトデ
の面白い生態についてお話します。

8〈卵と私〉お子様セット（プリン・ミルクサブレ・
アップルジュース付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・630円
■本館8階 レストラン街

2〈星乃珈琲店〉
チョコバナナのスフレ
パンケーキ 750円
■本館2階

①

①

②

①

■8月31日（日）まで■8月31日（日）まで

遊び方 ①～③の中から1個選んで遊べるよ！
②

1〈カフェ プラス〉かき氷
①マンゴー・・・・・・・・・・・・・・626円
②いちご・・・・・・・・・・・・・・・・・・518円
　　　■本館8階 レストラン街

②

当日、本館5階 おもちゃ、文房具、ベビー・こども服
のいずれかの売場でお買物をして参加券をゲット！

参加券
をゲット！

■イ・コ・イ スクエア5階

要予約 お電話受付のみ

好評開催中！

「えんてつ百貨店 友の会」優待特典変更のご案内【現在の優待割引特典】友の会会員証のご提示で
2，000円以上のお買物「5％OFFの優待割引」

遠鉄百貨店でのお買物で
えんてつポイント5倍！100円（税抜）以上のお買物
からポイントがつく！

友の会会員証とえんてつカードの2枚をご提示で

（月）から
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エンデパ

※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。
※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。

毎日、午後7時30分まで営業。
8月7日（木）は棚卸しのため

午後6時までの営業とさせていただきます。

8〈ミキハウス〉ランドセル（約1,030g、クラリーノ®エフ、
全6色、天使のはね機能、A4クリアファイル対応）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,920円《全国10,000本限り》
※お渡しは2015年2月末からとさせていただきます。 

〈ミキハウス〉ランドセル
早期ご予約キャンペーン

■10月31日（金）まで
■本館5階 ベビー・こども服

人気のスウィーツ特集

■　　 7月31日（木）68月4日（月）
■本館8階 催会場
※最終日は午後5時閉場 ※写真のカラーは一例です。
※価格表示のない家具・小物等はコーディネートのイメージです。

■8月12日（火）まで
■各階で開催

夏、最後の追い込み
さらなるお買得を！

えんてつ

■9月14日（日）まで
■本館屋上（雨天中止） 
午後5時6午後9時30分
午後9時オーダーストップ
■大人（高校生以上）
 　／3,600円
　小・中学生
　／1,500円
　未就学児
　／無料

TEL.053（457）5560［直通］

デザインと機能性にこだわった〈ミキハウス〉
のランドセル。期間中、ご予約のお客様には
特別価格で販売いたします。     

■本館地下1階 北東入口特設会場

■本館8階 スペース8

●〈神戸フランツ〉神戸魔法の壺プリン（1個）380円
●〈モロゾフ〉グラス オ ショコラ（一口アイス、1個）27円

ふんわりとろける食感の「くりーむパン」。
抹茶、小倉などバラエティ豊かに取り揃えました。
8〈八天堂〉くりーむパン各種（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各210円《各日計1,500個限り》

関東・関西から選りすぐった人気スウィーツや、暑い夏に
うれしいアイスなどを取り揃えてご紹介いたします。

人気のモンブランをはじめ、マンゴーを使用
した期間限定のシュークリームが登場。
8〈代官山 シェ・リュイ〉
①モンブランマロン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
②シューサランボ マンゴー（1個）・・・・・・・・378円

国内外の有名作家のリトグラフから
油彩、日本画まで多彩に取り揃えて。

こだわりの逸品から納得プライスまで、暮らしを彩る家具・インテリアが大集合 

国内・海外有名作家絵画セール【同時開催】

㊧マルク・シャガール「エルサレム ウィンドウ
（アシェール族）」（リトグラフ）・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
㊨下村 貢「山芍薬」（日本画6号）200,000円

6アルフォンス・ミュシャ「アートカード 
12ヶ月シリーズ（９月／September）」（リトグラフ）
《最低入札価格》10,000円から

絵画入札会開催
入札対象作品の中からご希望作品の
入札額、必要事項を「入札表」にご記入
のうえ、会場内の「入札箱」にご投函くだ
さい。最も高値の入札価格をご記入の方
が落札となります。後日、落札されたお客
様のみご連絡させていただきます。
※詳しくは、売場販売員におたずねください。

■　　　7月31日（木）68月3日（日）

あす

【飛騨産業】

関東・関西から選りすぐった人気スウィーツや、暑い夏に
うれしいアイスなどを取り揃えてご紹介いたします。

出品予定作家／
平山郁夫 上村松園 三岸節子 千住 
熊谷守一 長谷川潔 ブラジリエ （順不同・敬称略）
※出品予定作家に変更の場合がございます。

優雅なデザインと堅牢なつくりで、
40年以上愛され続ける人気の
シリーズです。

木製家具国内生産トップを誇り、
商品バリエーションの豊富さが人気の
ブランドです。

国内有数の家具産地のひとつ飛騨・高山を特集 伝統の家具作りの技、木材の目利きによる材料の
選定、保証期間10年という家具へのこだわりを
大切にしている〈飛騨産業〉〈シラカワ〉〈日進木工〉
の飛騨・高山家具をご紹介いたします。飛騨･高山家具特集

9〈ニコレッティ〉2.5人掛けソファ
（187×96×高さ89㎝）・・・・・・・・・・・194,400円
6〈シモンズ〉
シングルベッド
（97×199×高さ80㎝）
121 ,800円

特別提供品

【森下木工所】【星野民藝】【会津桐箪笥】【船箪笥】
【江戸組子】【オッジオ】【コイノール】【エコーネス】
【フランスベッド】【川島織物セルコン】

①
②

4〈飛騨産業〉「穂高」
リビング4点セット（右肘付ソファ、左肘付ソファ、
肘無しソファ、センターテーブル）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・352,080円

【カリモク家具】

4〈カリモク家具〉
・食堂テーブル
（2本脚、オーク材、150×85×高さ69㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132,840円
・3人掛椅子
（オーク材、150.5×51.5×高さ72㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,380円
・食堂椅子
（1脚、オーク材、48.5×55×高さ87.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,632円

お電話でのご予約・お問合せは、

受付時間：午後1時6午後6時

飲み放題！

時間無制限！
（セルフサービス）

食べ放題！

その他の出展

4㊧ペルシャ絨毯 「タブリーズ」

㊨中国製ラグ
(ポリプロピレン100％、
約160×230㎝）
・・・・・・・・・・・・10,800円
《10点限り》

（毛100％、約200×297㎝）
・・・・・・・・199,800円
《3点限り》

各階のご案内 ■8月5日（火）まで 

ギャラリー・ロゼ

毛利健一
創作カゴバッグと
自然素材の洋服展

出羽細工
古代裂の服

庵原屋
（あんみつ）

こども
絵画コンクール

食料品催場クリエイティブ工房
ほまれや

■8月12日（火）まで 
モナリオ

■8月19日（火）まで 

九州・沖縄味紀行
（黒糖アガラサー ほか）

プラザB-1ウィークリースウィーツ アートサロン
本館7階

※最終日は午後4時閉場 ※最終日は午後5時閉場 ※最終日は午後7時閉場 ※最終日は午後7時閉場 ※最終日は午後5時閉場
■8月4日（月）まで 

本館7階 本館地下1階 新館地下1階 新館地下1階 イ・コ・イ スクエア6階

あす


