
■10月28日（火）まで  ■本館・新館地下1階 食料品
※収穫状況により、産地が変更になる場合がございます。
※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。

6㊨〈明治屋ストアー〉すだちぽん酢
（300㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・503円
㊥〈トリイソース〉ポン酢（360㎖）648円
㊧〈馬路村〉ポン酢しょうゆ ゆずの村
（500㎖）・・・・・・734円 ■明治屋ストアー

　　 澄んだ香りときれいな味が特徴。
料理を引き立てる味わいで冷やでも燗でも美味しくいただけます。

〈ＪＡとぴあ浜松〉旬の野菜食べ比べセミナー
地元で採れた旬の野菜を試食を交えながらご紹介いたします。
■10月25日（土）午後3時から（約30分） 
■イ・コ・イ スクエア地下1階
〈富澤商店〉郷土菓子おにまんじゅうセミナー

本場フランスの味わいが期間限定で登場！
フランス北部の町リールにて創業の
老舗ベーカリーから、本場の味を楽しめる
パンが期間限定で登場。
〈ポール〉①クロワッサン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・216円
②パン・オ・フロマージュ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・410円
③アンシェン・ポール
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・453円
④ガトー・ド・ブリュッセル・シュクレ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237円
■プラザＢ-1※最終日は午後7時閉場

栗ごはんをはじめ、寿司や秋の食材
をふんだんに使用した行楽にぴったり
の二段弁当です。
〈紅すゞ め〉秋の味覚御膳（1折、2段）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円■惣菜

さんまの甘辛仕立てなど、秋の食材を
賑やかに詰めたお弁当です。
4〈米八〉秋の収穫実り弁当
（1折）1,149円
《各日20折限り》■惣菜

栗ごはん、松茸ごはん、鮭の塩焼き
などの秋の味覚が詰まった彩り豊か
な二段弁当です。
〈花房〉秋の旬彩弁当（1折、2段）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円■個性色色

脂がのったさんまの美味しさを甘辛
だれでさらに引き立てた一品です。
〈いとはん〉さんまの甘辛揚げエリンギ
添え（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・410円■惣菜

・株どりなめこ（新潟県産ほか、1パック）158円
・まいたけ（茨城県産ほか、1パック）・・・・・・・158円
・生椎茸（富山県産ほか、1パック）・・・・・・300円

・丹波しめじ（京都府産、1パック）158円
・栗（茨城県産ほか、1パック）1,080円
・なると金時（徳島県産、1袋）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円
■野菜

東海地方の郷土菓子
「おにまんじゅう」の簡単な
作り方をご紹介いたします。
■10月26日（日） 
　午後3時から（約40分） 
■イ・コ・イ スクエア地下1階

〈築地 中島水産〉さんま（北海道産ほか、3尾）・・・699円 ■鮮魚

　　 秋の味覚の代表のひとつ。
寒流に乗り南下してくる脂がのったさんまを入荷。

熊本産の栗を甘露煮にしたこの季節
ならではのモンブランです。
〈ブールミッシュ〉熊本栗のモンブラン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円■和洋菓子

①
② ③

④

〈新潟・北雪酒造〉純米吟醸遠心分離酒（720㎖）・・・・・・・・・・2, 160円■和洋酒
【試飲会開催】■10月25日（土）・26日（日）

キャラメルブリュレのタルトの上に自家製
かぼちゃペーストを絞りました。
〈サン・ラファエル〉かぼちゃタルト
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円■和洋菓子

〈サンベジフル〉

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
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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。

連日休まず、午後7時30分まで
営業いたします。

期間中、〈東京西川〉の羽毛ふとんをお買上げ
のお客様は、お手持ちの古くなった羽毛ふとん
を無料でお引き取りのうえ、次回のお買物より
ご利用いただける〈東京西川〉寝具クーポン券
1,000円分を差しあげます。

ヘルシーで美味
しいと人気の蒸し
鍋をはじめ、これ
からの季節に欠
かせない鍋をご
紹介いたします。

中里太郎右衛門先生によるギャラリートーク

唐津藩の御用窯でつくられ、将軍家、高家に
献上した大皿を今回、特別展示いたします。

軽量で足入れが楽なインヒールビットローファー
です。31色の中からお好きな色を選び、お客様
の足のサイズでお作りいたします。
8〈バスクラフト〉インヒールビットローファー
10,800円※お渡しは承りから約3週間後とさせていただきます。

〈東京西川〉
羽毛ふとん買い替えキャンペーン
■11月4日（火）まで  ■本館7階 寝装品

レナウンフェア／ルックフェア
■11月4日（火）まで

■本館・新館各階 レナウン・ルックブランド

〈バスクラフト〉プリントオーダー会
■10月28日（火）まで■本館2階 婦人靴

※最終日は午後6時閉場

〈長谷園〉鍋特集
■11月25日（火）まで■本館7階 和洋食器

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

■催会場

■10月25日（土）・26日（日）各日午後2時から（約40分）

〈トリンプ〉バザール
■スペース8

■好評開催中！11月1日（土）まで 
■新館8階 えんてつホール
午前10時6午後7時※最終日は午後5時閉場 
※会期中のご入場は閉場の30分前まで
■入場料／一般 500円 
　　　　　中・高校生 300円

©Mitsuaki Iwago

■         10月23日（木）627日（月）本館8階 催のご案内 ※最終日は午後5時閉場あ す

婦人服・婦人靴

お手持ちの古くなった羽毛ふとんのリフォームを承ります。
羽毛を取り出し直接洗浄し、ふっくら仕上げます。
※詳しくは売場販売員におたずねください。

同時開催 羽毛ふとんリフォーム承り会
■11月1日（土）午後1時から（約45分） ■本館7階 和洋食器
■先着10名様 ■講師／〈長谷園〉土鍋コーディネーター竹村謙二氏
※お申込み・お問合せは、TEL.053（457）5386［直通］まで

〈長谷園〉伊賀焼ヘルシー蒸し鍋
（径27㎝、2～4人用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円
プレゼント 5，400円以上の〈長谷園〉鍋をお買上げのお客様、

先着50名様に菜箸を差しあげます。

要予約 お電話＆店頭受付

〈長谷園〉伊賀焼土鍋で作る、食材を活かす
あったか料理教室

8朝鮮唐津茶盌
（径12.7×高さ7.3㎝）・・・・・・・・・・・・・・324,000円

「献上唐津雲鶴象嵌鯨文大皿」特別展示

●ブラジャー各種3,024円から
●ショーツ各種・・・・・540円から
●ガードル各種2,484円から
●ボディスーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円から
●インナー各種1,944円から
●スリップ各種 4,320円から

［10月23日（木）］
●ショーツ３枚セット各種
・・・・・・・・・・・・・1,080円《50セット限り》
［24日（金）］
●あったかインナー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円《100点限り》
［25日（土）］
●ブラジャー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円《50点限り》
［26日（日）］
●ニットパンツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円《50点限り》
［27日（月）］
●インナーボトム各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円《50点限り》

日替り提供品

10月23日（木）
オープニングサービス

Ｌ・ＬＬ、Ｓ・ＳＳサイズ 特別提供品

●ジャケット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円《20点限り》
●〈有名ブランド〉ブラックフォーマル
ウェア各種・・・・21,600円《5点限り》
●婦人靴各種（24.0～25.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》

●ブラウス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》
●カットソー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》

〈ピサーノ〉
・ジャケット・・・・・12,960円
・セーター・・・・・・・・・9,720円
・パンツ・・・・・・・・・・・・7,560円

4L・LL、S・SS
サイズブラック
フォーマル
ウェア各種
46,440円

L・LL、S・SSサイズバーゲン

2婦人靴各種
（21.0～22.5㎝）
（24.0～25.5㎝）
5,400円から

【Ｌ・ＬＬサイズ】

【Ｓ・ＳＳサイズ】
●ジャケットブラウス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《20点限り》
●〈有名ブランド〉ブラックフォーマル
ウェア各種・・・・21,600円《5点限り》
●婦人靴各種（21.0～22.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》

・ジャケット・・・・23,760円
・カットソー・・・・・・・8,640円
・スカート・・・・・・・10,800円

入場無料

プレゼント　　　　　  期間中、対象ブランドをお買上げのお客様にプレゼント
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。

各階のご案内 ■10月28日（火）まで 

ギャラリー・ロゼ

屋久杉細工
染織衣料

アンティークとんぼ玉展
SEFA 2014
秋の大花展

東北の
うまいもの会

（ふかひれ、ほやの酒蒸し）

食料品催場クリエイティブ工房

〈モロゾフ〉
（ハロウィンスウィーツ）

〈アントステラ〉
（ハロウィンクッキー）

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
■10月27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

御茶盌窯開窯二百八十年記念

～献上唐津から現代まで～
■あす10月23日（木）627日（月）■本館8階 催会場

十四代中里太郎右衛門展
※最終日は
午後5時閉場入場無料

4唐津白地黒掻落し芙蓉文壷
（径32.2×高さ29.5㎝）・・・・・・・・・1,944,000円

古唐津の陶技を究めた造形美。「掻落し」や「叩き」による技法を
駆使して、古唐津の重厚さを
最大限に活かした大壺をはじめ、
花入、水指、茶盌など新作を含
めた80余点を一堂に取り揃え
て展観いたします。


