
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

’14 11月19日　号水

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

■12月2日（火）まで ■本館・新館 各階で開催 

〈タバサ〉コート・・・・・86,400円
■新館４階 キャリアエレガンス

起毛加工したタータンチェック柄が
甘い雰囲気を漂わせます。

ふんわりとした襟と立体感の
あるジャカード素材を使った
花柄がポイント。
〈フランコ・フェラーロ〉
コート・・・・・・・・・・・・・・・・74,520円
■本館3階 プレタポルテ

〈タケオキクチ〉チェスターコート・・・・・・・・・74,520円
■新館6階 メンズキャラクターズ

アンゴラの美しさと手触りが際立つ
エレガントなシルエットが魅力。

高級感のある襟のフェイク
ファーが取り外しができる
ダウンコートです。
〈ファミリア〉コート
（110～150㎝）35, 640円から
■本館5階 ベビー・こども服

裏ボア使用で暖かく、機能性
に優れたダウンベスト。着回し
やすい冬の必須アイテムです。
〈ワスク〉コート
（100～160㎝）19,440円から
■本館5階 ベビー・こども服

質感のあるウールとダウンの異素材
使い。実用性も兼ね備えたコートです。
〈イ ブルース〉
コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89,640円
■本館3階 プレタポルテ

冬のマストアイテムコートが充実のラインアップ。
スタイリッシュなデザインから優しい印象のコートまで
あなたの主役コートがきっと見つかります。

軽い着心地で、しわにもなりにくい
3wayコート。インナーのダウンベスト
を使って様 な々着こなしを。
〈ポールスチュアート〉3wayコート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,440円
■本館6階 メンズカジュアル

冬の顔を決める、
主役コート。



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。

日替り提供品

“いつの時代も変わらぬ
価値のある時に流され
ないものづくり”をテーマ
に永く愛されるコートを
目指して国内工場で丁寧
に仕上げたこだわりの
『百年コート』を期間限定
でご紹介いたします。

柿の種専門店から、10種類以上の味をご紹介。
親しい人への手みやげに、気の張らない
カジュアルさが魅力です。
〈かきたねキッチン〉ロングバッグ（贅沢チーズ、
甘醤油のあと辛、海鮮風塩だれ、各120ｇ）・・・・・・・・各378円

〈サンヨーコート〉
 婦人コート88,560円

〈かきたねキッチン〉
■11月25日（火）まで ■新館地下1階 プラザB-1

※最終日は午後7時閉場

遠鉄百貨店特選
正月飾り・ひな人形 陳列販売会
■　 　11月20日（木）62015年2月24日（火）

■本館5階 特設会場
※正月飾り陳列販売会は12月23日（火・祝）まで開催、

12月24日（水）は準備のため閉場

〈サンヨーコート〉
婦人コートショップ

■12月2日（火）まで ■本館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

おせち料理ご予約承り

■11月19日（水）625日（火）本館8階 催のご案内

■12月24日（水）まで
■本館地下1階 北東入口

　おせち料理ご予約承り特設会場
■ご予約・お問合せは、　 0120-355131まで

■11月22日（土）624日（月・振休）
■浜松市総合産業展示館

※お電話による受付は、午前10時6午後6時とさせていただきます。
※記載の量目につきましては、一応の目安でございます。

〈ペック〉
洋風二段重
（約18.8×24.8×
高さ4.2㎝、約4人前）
・・・27,000円

〈久月〉羽子板
（29×26×高さ54㎝、ケース入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,000円

縁起のよい羽子板飾
りをはじめ、お子様の
健やかな成長を願って
飾るひな人形を豊富に
取り揃えました。

婦人服・紳士服・こども服から家庭用品・食料品まで！浜松市総合
産業展示館
で開催！！

※午前10時6午後6時
最終日は午後4時まで

■スペース8
※最終日は午後3時閉場

■スペース8※最終日は午後3時閉場※最終日の承りは午後1時まで

カシミヤベスト・セーター各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円

カシミヤカーディガン・セーター
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

6①ダウンコート各種
・・・・・・・・・・・・・・10,800円
②ウール混コート各種
・・・・・・・・・・・・・・10,800円
③イタリア生地
ウール混コート
・・・・・・・・16,200円

11月19日（水）
●ダウンコート各種
・・・・・・・・・・・・・7,560円《10点限り》
22日（土）
●コート・ジャケット各種
・・・・・・・10,800円《計10点限り》
23日（日・祝）
●シルクカシミヤセーター各種
・・・・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》
24日（月・振休）
●ウールセーター各種
・・・・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》

【同時開催】アクセサリーバーゲン

アクセサリーリフォーム&リペアフェア
各種リフォームを承ります。

レディスウィンター
ファッションバーゲン

今すぐ活躍のアイテムを豊富に揃え、うれしい特価で大提供！

① ② ③

【お見積り無料! 金・銀・プラチナの買取り】
リング・ネックレス・ピアスなど、ご自宅に眠っている
「貴金属」を買取りいたします。
素材／金・銀・プラチナ
アイテム／リング・ネックレス・ピアスなど
※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 株式会社遠鉄百貨店 第491270003624号

イタリア・ミラノ
の高級食料品
店による洋風
おせちです。        

［リフォーム例］※写真はイメージです。

㊧18金ダイヤモンド
ネックレス各種（0.20ct）
54,000円《計5点限り》
㊨白蝶ナチュラルグレー
パールネックレス（10.1～13.7㎜珠）
108,000円《2点限り》

身に付けなくなった
ジュエリー

熟練の職人が加工し、
素敵に仕上げます。

■１２月10日（水）まで

4このマーク
が目じるし!

本館８階 お歳暮ギフトセンター■12月23日（火・祝）まで ※最終日は午後5時閉場

早期ご来店お買上げ特典遠鉄百貨店で初めて贈る
お歳暮キャンペーン 〈フォション〉トートバッグ

プレゼント!

※お一人様1点限り。※なくなり次第
終了とさせていただきます。

（約26×7×高さ29㎝）

※お支払いは、現金または商品券、えんてつカードによる
クレジット支払いに限らせていただきます。

※お支払いは、現金または商品券に限らせていただきます。
（一部10％OFF対象外の商品券がございます。）
※10％OFFは合計2,160円以上の場合となります。

えんてつカード
ポイント&クレジットカードのご提示で

えんてつ百貨店友の会会員証
もしくはご優待券のご提示で

ポイント専用
カードは
ポイント

または
ポイント

本館8階 お歳暮ギフト
センターにて１０,０００円
以上お買上げのお客様、
先着7,000名様に差し
あげます。

本館8階 ギフトセンターを
初めてご利用で、10,000円
以上お買上げのお客様に、
もれなく〈治一郎〉とりぷる
ショコラらすく（４枚）
を差しあげます。

〈アサヒ〉スーパードライ
プレミアム香りの琥珀
トリプルセット
BV061034（SKT-3）3,240円
スーパードライ・スーパードライプレミ
アム・スーパードライプレミアム香りの
琥珀各350㎖×4

〈ニッポンハム〉美ノ国ハム詰合せ
MZ069043（UK-450）・・・・・・・・4,860円
熟成ロースハム400ｇ、熟成直火焼ミートローフ180ｇ
※配送の場合、お届けには7日から10日かかります。

賞味期限：冷蔵で50日

ビール・洗剤・
石鹸・入浴剤全品
全国送料無料!

※プレゼント・キャンペーン等について、詳しくは売場販売員におたずねください。

抽選で120名様に当たる!「遠鉄百貨店・テレしず共同企画」
2014お歳暮プレゼントキャンペーン

●1等／遠鉄百貨店商品券5,000円分20名様 
●2等／お歳暮ギフト人気商品100名様 

※当選発表は
後日発送をもって
かえさせていただ
きます。

期間中、対象ギフトお買上げで差しあげる応募券でご応募
していただくと、後日抽選で120名様にプレゼントが当たります。

あす

各階のご案内 ■11月25日（火）まで 

ギャラリー・ロゼ

哉子デザイン
着物リメイク
創作服展

京都の老舗・
名店味紀行

（みたらし団子、だし巻玉子）

コムギコキッチン
（洋生菓子）

ほまれや
（ワッフル）

藍染製品
（正藍染 紺邑）
京都 和紙・小物
（ぴょんぴょん堂）

刺繍のおくりもの
アトリエ ブラン エ
エクリュ 教室展

食料品催場クリエイティブ工房 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
■11月24日（月・振休）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


