
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

’14 11月26日　号水

Christmas
Countdown!!

30日
あと

6〈バカラ〉クリスマス
オーナメント2014
（高さ10.5㎝）・・・・・・・・・・・19,440円

すこしずつ近づく、
クリスマスの足音。

特別なクリスマスにするための準備をはじめませんか。
お部屋を飾るオーナメントをはじめ、あなたを素敵に着飾る

ファッションアイテムなど豊富に取り揃えました。

愛がいっぱいの
オリジナルチャリティー
サンタ人形限定販売

〈レイモンド ブリッグズ〉
チャリティーサンタ人形
「信じていればきっと叶うよ」
（高さ約5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
《600点限り、お一人様5点限り》 
■本館5階 おもちゃ

4〈ゲラン〉ラプティットローブ
ノワール㊧クチュールオーデ
パルファン（30㎖）・・・8,100円
㊨ボディローション（200㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円
■本館1階 化粧品 

※売上金の一部は、国連WFPに寄付され、飢餓に苦しむ人々への
食糧支援に役立てられます。http://www.wfp.org/jp国連WFPは
飢餓と貧困の撲滅を使命に活動する国連の食糧支援機関です。

信じていれば、
きっと叶うよ。
2014 えんてつクリスマス　
■12月25日（木）まで ■各階で開催

〈フルラ〉ハンドバッグ
（30×17×高さ20.5㎝）

・・・・・・・・・・・・・・・58,320円
■本館2階 ハンドバッグ

〈アナスイ〉婦人
①長財布（19×9㎝）・・・20,520円
②パスケース（11×7㎝）6,480円
■本館2階 婦人洋品

※現金のみのお支払いに限らせていただきます。
※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。

〈ビレロイ&ボッホ〉
①フェアリーテールパーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円
②クリスマスツリー7,020円
■本館7階 特選洋食器

2〈ロイヤル コペンハーゲン〉
イヤープレート2015
「CHRISTMAS DAYS」
（径18㎝）・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
■本館7階 特選洋食器

〈ヴァンドームブティック〉
8ネックレスセット19,440円
4ブローチ・・・・・・・・・・・・・9, 180円
■本館2階 婦人アクセサリー

6〈タグ・ホイヤー〉
婦人腕時計「フォーミュラ1」
（クォーツ、ステンレススチール、12ポイント
ダイヤモンド、ケース径32㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205,200円
■本館7階 時計

〈ニナ リッチ〉婦人レッキス
ラビットファー・・・16,200円
■本館2階 婦人洋品

①

②

①

②



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。

〈八天堂〉くりーむパン各種（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210円《各日計1,000個限り》

フェイスタオル㊧「干支未年」・・・・・・・・・・・432円
㊨「ひつじ年」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 540円●西川ダウン・紳士ダウンジャケット47,800円

お年賀タオル特集
■2015年1月6日（火）まで
■本館7階 バス・トイレタリー

迎春用品特集
■12月31日（水）まで ■本館7階 和洋食器

〈八天堂〉
■12月2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

※１２月２日（火）に色紙の購入をご希望のお客様は本館１階 
西入口にお並びください。午前９時から整理券を配布いたします。
※収益金の全額を県内の福祉事業に役立てます。

第３３回 ふるさと知名人 チャリティー色紙展
静岡県ゆかりの知名人に寄贈していただいた色紙を展示・販売いたします。
■展示期間／１２月２日（火）6４日（木） ■本館８階 スペース８ ※２日（火）の一般入場は午前１１時から、最終日は午後６時閉場
■主催／中日新聞東海本社、中日新聞社会事業団、中日ショッパー ■後援／静岡県、静岡県社会福祉協議会

●（１枚）4,000円《入場制限中は、お一人様１枚限り》

4㊧村越雲龍 作、㊨村上豊 作

寝具メーカー〈西川産業〉と〈ナノ・ユニバース〉
のコラボによるダウンをはじめ、保温性に
優れた紳士コートを特集いたします。

新年のご挨拶に好適な干支のお年賀タオル
をはじめ、多彩なデザインを豊富に取り
揃えました。

とろける食感が人気のくりーむパン。抹茶・小倉
などバラエティ豊かな味をお楽しみください。

お正月の宴を華や
かに演出するお重
や屠蘇器をご紹介。

遠鉄百貨店オリジナル 越前塗金銀箔
①市松重箱（18×18×高さ18㎝）・・・・・・・・54,000円
②市松屠蘇揃（三つ組盃、銚子、台〈33×18㎝〉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56, 160円

　　　　　　　　 ※サイズの指定はご容赦ください。※収穫状況、天候などにより、お届けに10日
以上かかる場合があります。※フルーツギフトは、沖縄県、全国の離島への配送はいたしかねます。
詳しくは売場販売員におたずねください。

〈日本橋錦豊琳〉かりんとう詰合せ HT042013 3,394円
かりんとう（きんぴらごぼう・野菜・むらさきいも・黒糖・洗双糖・胡麻・竹炭・黒こしょう・コーヒー）

〈JAとぴあ浜松〉とぴあみかんプライムHZ0481436,800円
S・Mサイズ約5㎏〈グラマシーニューヨーク〉ニューヨークライブラリー

BT038040〈LI-40〉4,320円 ニューヨークチーズケーキ・ニューヨークブラウニー各4、
フルーツタルト・マロンタルト各2、キャラメルクランブル×8

〈新潟／加島屋〉瓶詰詰合せHY024058〈6-AS〉5,400円
さけ茶漬100ℊ、帆立貝柱うま煮ほぐし・たらこ茶漬・松前漬各80ℊ、いか赤作り・山海漬各110ℊ

※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。

お歳暮は遠鉄百貨店
WINTER 2 014 ENTETSU GIFTS

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

0120-211552
フリーダイヤル

ご希望の
方は、
お気軽に
お問合せ
ください。

遠鉄百貨店で初めて贈る
お歳暮キャンペーン
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。

■１２月10日（水）まで

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 

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。

江戸の庶民の
味として親しま
れてきた「かりん
とう」。モダンな
風味を加えて
種類豊富に。

定番の「チーズ
ケーキ」と「ブラ
ウニー」、「フルー
ツタルト」に、この
秋より新登場の
「キャラメルクラ
ンブル」を詰合
せました。

賞味期限：冷蔵で21日

お歳暮お買上げ抽選会！

■11月29日（土）・30日（日）・
12月6日（土）・7日（日）の4日間
■各日先着700名様限り

下記対象日にお歳暮ギフトセンターにて10,000円以上
お買上げのお客様には、お歳暮人気商品などが
当たる抽選会にご参加いただけます。 4この

マークが
目じるし!

※当選発表は後日発送をもって
かえさせていただきます。

１等／お歳暮人気商品
２等／〈花王〉キュキュット（240㎖）、
　　  エコバッグ 他

①

②

JAトピア浜松が、
厳選した地元
浜松のみかん
ギフトが新登場
です。

「さけ茶漬」を
はじめ、〈加島屋〉
の人気の味6種
をコンパクトに
詰合せました。

お歳暮カタログを
郵送いたします。

■11月26日（水）630日（日） ■スペース8※最終日は午後5時閉場 ■11月26日（水）612月1日（月） ■スペース8※最終日は午後3時閉場

本館8階 催のご案内

ディズニーアート＆コレクションフェア 紳士・婦人イージーメード2着セール

ト ク 得 ギフトえんてつ冬の

※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。

10倍

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

10%OFF ポイント専用
カードは
ポイント5倍

または
ポイント

〈ナノ・ユニバース〉
アウターコレクション

■12月9日（火）まで ■新館1階 特設会場

博多もつ鍋

賞味期限：冷凍で180日
※配送承り：12月17日（水）まで

消費期限：冷蔵で5日 ※承りの際、承り日の1週間後以降のお届け日をご指定ください。
※配送承り：12月21日（日）まで※年内最終お届け指定：12月29日（月）までとさせていただきます。

2014 遠鉄百貨店お歳暮期
毎回ご好評！宅配で楽々おまとめ買い。

ご自宅用限定品 特別販売

豚まん×10、シュウマイ×10、
餃子×10、煮込み麺3人前、
中華ちまき（豚肉・栗ちまき、
鶏・うずらちまき、海鮮ちまき各1）

SY983012

SY981010

4,860円

5,400円

〈大阪／551蓬莱〉
豚まんセット

牛もつミックス（国内産）約350ℊ、
スープ200ℊ、ちゃんぽん麺
約150ℊ×2、にんにく、唐辛子

各階のご案内 ■12月2日（火）まで 

ギャラリー・ロゼ

日田焼篤海窯
（藤井篤海）

輪島塗創作漆器
（創作のたかいで）

手仕事の贅沢
インド刺繍＆ステンド
グラスの共演

ご当地
うまいものフェア
（虎鯖寿司、オリーブ）

八天堂
（くりーむパン）

全国花火名人選抜
競技大会

ふくろい遠州の花火
絵画展・写真展

食料品催場クリエイティブ工房

白鷺堂本舗
（和菓子）
モナリオ

（豆乳ひとくちプリン）

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
■12月1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


