
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ڜ20ýר8

女性の美しさをアップさせるイベントにぜひご参加ください！
※即日定員となる場合もございますのでお早めにお申込みください。

期間中、本館１階 化粧品売場にてお買上げの際、2,000ポイントご利用ごとに応募券をお渡しいたします。
抽選で本館１階 化粧品売場でご利用いいただける「クーポン券（2,000円分）」を差しあげます。

Cosmetic Coupon

化粧品クーポンプレゼント

■9月2日（火）まで ■本館1階 化粧品

魅力的な唇を演出する
秋色ルージュ。

印象的な目もとを作る
グラマラスな秋色カラー。

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

誠に勝手ながら来週8月27日（水）は休業日とさせていただきます。お知らせ

えんてつポイントでのお支払いでチャンス！
    

❾〈コスメデコルテ〉ＡＱＭＷグラデーションアイシャドウ（新5種）6, 156円《8月21日（木）発売》
10〈カネボウ〉ルナソル グレイスコントラスティングアイズ（新2種）5,400円《8月22日（金）発売》
11〈パウダーパレット/カバーマーク〉アイシャドウパレット（限定2種）3,780円《8月22日（金）発売》
12〈クレ・ド・ポー ボーテ〉オンブルクルールクワドリn（新8種）5,400円《8月21日（木）発売》
13〈ゲラン〉エクランキャトルクルール（新3種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,316円
14〈イヴ・サンローラン〉パレットフェティッシュ（限定1種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,424円

魅せる唇、秋を語る目もと。

参加費無料

〈エスト〉新ハリ美容液
【先行】体験会
■8月22日（金）まで■お一人様約40分
※ご予約・お問合せは、TEL.053（457）5267［直通］まで

8月28日（木）新発売の
ハリ美容液をいち早く
ご体験いただけます。

［8/28（木）発売］
〈エスト〉アドバンスド
エッセンス
リフトサポート
（30㎖）・・・・・・・8,424円

9月5日（金）発売の奇跡
のリキッドミネラルファン
デーションをいち早くお
試しいただけます。 9月1日（月）発売の新美容液

「アルティミューン」をいち早くご紹介。
［9/5（金）発売］
〈ベアミネラル〉リキッド
ミネラルファンデーション
（新10色）・・・・・・・・・・4,860円

〈ベアミネラル〉新リキッドミネラル
ファンデーション【先行】体験会
■9月2日（火）まで■お一人様約20分
※ご予約・お問合せは、TEL.053（458）3611［直通］まで

〈資生堂〉
アルティミューン
【先行】体験会

■8月31日（日）まで
■お一人様約20分
※ご予約・お問合せは、
TEL.053（457）5263［直通］まで

［9/1（月）発売］
〈資生堂〉アルティミューン
パワライジングコンセントレート
（美容液、50㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
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❶〈ゲラン〉キスキス（新25色）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各4,536円
❷〈カネボウ〉ルナソル フルグラマーリップス（新4色）3,240円《8月22日（金）発売》
❸〈クリニーク〉ハイインパクトリップカラー（新11色）3,024円《8月22日（金）発売》
❹〈クレ・ド・ポー ボーテ〉ルージュアレーブル（限定3色）4,320円《8月21日（木）発売》
❺〈ポール ＆ ジョー ボーテ〉リップスティック（新13色）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
❻〈イヴ・サンローラン〉ルージュピュールクチュールマット（限定2色）・・・・・・・・4,104円
❼〈イプサ〉リップスティック ルミナイジング カラー（限定6色）・・・・・・・・・・・・・各3,024円
❽〈コスメデコルテ〉ＡＱＭＷ ルージュ シュープリーム（新２色）6,480円《8月21日（木）発売》

抽選で
50名様に
当たる！！



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27日（水）は

休業日とさせていただきます。
次回のe100新聞折込みは9月3日（水）です。

和洋食器
各種

バラエティ
豊かな品揃え！

〈コムギコキッチン〉
①いろいろぶどうのタルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・440円
②フルーツトマトとシトロンゼリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350円

笑ったり泣いたり、日々 健やかに成長している
お子様の写真をお寄せください。

〈ヤッコマリカルド〉
デビューフェア 秋のベビー＆キッズ にこにこ写真展参加者募集

各階のご案内

ウィークリースウィーツ 
木漆工芸品
染絵の服展

高瀬義夫の万華鏡
ワンダーランド展

えんてつ
フードセレクション

食料品催場クリエイティブ工房
ユーハイム
山田屋

アルデュール
（マカロン）

コムギコキッチン
（洋生菓子）

プラザB-1アートサロン
本館7階

※最終日は午後7時閉場※最終日は午後4時閉場

金谷美帆
ビーズ織りの世界展

※最終日は午後4時閉場

オストリッチバッグ
創作古布衣料

※最終日は午後5時閉場
■8月28日（木）69月2日（火）■8月28日（木）69月2日（火）■8月28日（木）69月2日（火） ■8月28日（木）69月2日（火）
※最終日は午後7時閉場

味じまん
うまいもの会

※最終日は午後5時閉場
■8月26日（火）まで 

※最終日は午後7時閉場
■8月26日（火）まで ■8月26日（火）まで ■8月26日（火）まで ■8月26日（火）まで 

杉原商店

※最終日は午後7時閉場

■8月28日（木）69月2日（火）
東京カラメリゼ

■8月28日（木）69月9日（火）

本館7階 本館地下1階 新館地下1階 新館地下1階
ギャラリー・ロゼ

第3回 夏休み
えんてつ将棋まつり
■8月21日（木）624日（日）

※最終日は午後5時閉場
■8月28日（木）69月1日（月）

イ・コ・イ スクエア6階

8月28日（木）からのご案内次週 

ドラマチックタウン
浜松

■催会場

■スペース8

■催会場

■8月28日（木）69月2日（火）■催会場 ※最終日は午後5時閉場
夏もの衣料・雑貨 最終処分市 貸衣裳大処分市 イトキン最終処分市

暮らしを価格で応援！この機会に買い替えを！

センスアップのおしゃれを一挙最終値下げ！ きものからカラードレスまで特価でご奉仕！ 人気のブランドが見逃せない破格値で登場！

日本の伝統美を半期に一度の特別価格で！

絶対見逃せないプライスダウン！

家庭用品処分市

呉 服 市

■         8月21日（木）626日（火）本館8階 催のご案内 ※最終日は午後5時閉場あ す

〈コムギコキッチン〉
■8月26日（火）まで
■新館地下1階 
　ウィークリースウィーツ
    ※最終日は午後7時閉場

静岡第一テレビ開局35周年記念
※最終日は午後4時30分閉場 ※会期中のご入場は各日閉場の30分前まで
■入場料／一般500円、小学生以下300円※3歳以下無料
■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

■好評開催中8月26日（火）まで ■新館8階 えんてつホール

■8月28日（木）69月2日（火）■スペース8
※最終日は午後5時閉場

■8月28日（木）69月2日（火）■本館3階・4階 婦人服
※最終日は午後5時閉場

大切なきものや帯についたシミ・汚れ、お仕立て
直しのご相談をお受けいたします。

■8月21日（木）626日（火）
　各日午前10時6午後6時

博多織職人による機織実演

〈ヤッコマリカルド〉
・ブラウス・・・・・・・32,292円
・パンツ・・・・・・・・・・25,920円
■本館3階 プレタポルテ

参加費無料 プロ棋士も来場！ こどもも大人も｢将棋｣を楽しむ4日間！

エンデパ詳しくは

※「将棋大会」への参加受付は終了させていた
だきました。※お問合せは、営業推進部 
ＴＥＬ．０５３（４５７）５２３４［直通］まで

えんてつ将棋まつり夏休み
第3回

■8月21日（木）624日（日）の4日間 ■イ・コ・イ スクエア6階 ギャラリー・ロゼ
■主催／夏休み えんてつ将棋まつり実行委員会 ■後援／公益社団法人日本将棋連盟 
■協賛／遠州鉄道 ■協力／杏林堂薬局

「指導対局」参加者募集！
※当日会場にて参加受付いたします。

プレゼント
お買上げのお客様にプレゼントを差し
あげます。※数に限りがございます。

天然素材を使ったルーズ
シルエットが特徴です。や
わらかな皮膚感覚を表
現した新ブランドが登場。

身体に優しい素材選びにこだわったスウィーツで
人気のパティスリーをご紹介いたします。

毎回、たくさんのお子様の笑顔が会場に並びます。
ぜひご覧ください。

※展示させていただいたフォトフレームは、展示終了後お渡しさせていただきます。

※写真はイメージです。

■9月17日（水）630日（火）■イ・コ・イ スクエア5階

ベビー＆キッズにこにこ写真展開催

■きょう8月20日（水）午前10時から受付開始《先着100名様限り》
■ご予約は、本館5階 ベビー・こども服 TEL.053（457）5385［直通］まで
■参加費／1,000円（フォトフレーム代込）

お電話予約のみ

②

①

※お電話でのご予約に限らせていただきます。※1回の通話につき、お子様
一人の受付とさせていただきます。お子様一人につき1点限り。※3歳までの
お子様に限らせていただきます。※お申込み後、8月31日（日）までに直径
約11㎝の円に納まる写真を本館5階 ベビー・こども服レジまでお持ちください。

〈タケオ キクチ〉ラストサマーセール

〈京友禅〉訪問着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216,000円
〈河合美術織物〉袋帯・・・・・・・・・・・・・・・108,000円

きものクリニックご相談会

イベント

イベント

予 告

トイレタリー4点セット各種
（暖房・洗浄便器用フタカバー・ペーパー
ホルダーカバー・スリッパ・トイレマット）
・・・・・・・・・・3,240円《30セット限り》

バスチェア＆ウォッシュボールセット
各種・・・・・・・・・5,400円《20セット限り》

アウトレットタオル特集

〈有名ブランド〉
・フェイスタオル各種・・・・・・・・・432円
・バスタオル各種・・・・・・・・・・・・・・・972円

1,080円

国産ステンレス製鍋8点セット
・・・・・・・・・・・5,400円《20セット限り》

〈東京西川〉
①合繊肌掛けふとん
（約140×190㎝、0.3㎏）
・・・・・・・・・・・・・・2,678円
②タオルケット
（約140×190㎝）
・・・・・・・・・・・・・・3,240円
③クールパッド
シーツ（約100×205㎝）
・・・・・・・・・・・・・・4,104円

新登場

21日（木）1日限りの
オープニングサービス

※写真はイメージです。

①

②
③

均一特集

エプロン
各種

《100点限り》

着替えたら
気分も変わる！

LAST SUMMER SALE

※最終日は
午後4時まで

内藤 楓ちゃん
かえでNo.00

（2歳）

※ホーロー容器
は5点セット

台所用品
各種

毎日のお料理
の手助けに！


