
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

Christmas
Countdown!!

6日

あと

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 12月19日　号金

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

    名古屋コーチンをまるごとジューシーに焼き
上げました。パーティにぴったりの一品です。
〈鶏三和〉名古屋コーチン丸焼き（1羽）・・・・5, 122円
《12月22日（月）からの販売、50羽限り》

    新鮮ないちごと生クリームを
たっぷり使用したケーキ。
〈ケーニヒス クローネ〉
ハッピークリスマス 5号 
（1台、径約15㎝）・・・・・・3,780円
《12月23日（火・祝）からの販売》
■新館地下1階 和洋菓子
 

    ローストビーフとサーモンをメインにしたオードブル。
〈柿安ダイニング〉みんなでおいしく笑顔集まるオードブル
（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円《12月20日（土）からの販売》
■本館地下1階 惣菜

歯ごたえと旨味が人気の名古屋
コーチンのもも焼き。
〈鶏三和〉名古屋コーチンもも焼き（1本）
1,512円《12月22日（月）からの販売》
■本館地下1階 惣菜

パーティに欠かせない柔らかく
仕上げたローストビーフ。
〈柿安ダイニング〉ローストビーフ
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円
■本館地下1階 惣菜

旨味が自慢のローストビーフを焼い
て風味を引き出した野菜と共に。
〈いとはん〉ローストビーフと焼き
野菜の和さらだ（100ｇ当り）696円
■本館地下1階 惣菜

いちごと６種のベリーを使用。
〈まるたや洋菓子店〉ストロベリー
ショートケーキ（径約16㎝）3,888円
《12月20日（土）からの販売》
■新館地下1階 和洋菓子

お一人様サイズのミニケーキ。
4〈フォートナム・アンド・メイソン〉
ホワイトブッシュ（1個）・・・・・・・540円
《12月22日（月）からの販売》
■新館地下1階 和洋菓子

たっぷりのショコラが魅力。
〈サン・ラファエル〉ブッシュ・ド・
ショコラ（約20㎝）・・・・・・・・・・・・2,700円
《12月20日（土）からの販売》
■新館地下1階 和洋菓子

テーブルに華やかさを演出する
おしゃれなオードブル。
〈フロ・プレステージュ〉
①海老と小柱のブイヤベースの
ジュレ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・626円
②フォアグラのゼリー寄せ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・842円
《12月23日（火・祝）からの販売、各50個限り》
■本館地下1階 惣菜

魚介のグリルを香草オイルで
仕上げたごちそうメニュー。
〈RF1〉北海道産帆立と海老の
ハーブグリル（100ｇ当り）・・・・・・691円
■本館地下1階 惣菜

クリスマス風に盛り付けられた
特製オードブル。
〈四陸〉クリスマスオードブル（1台）
1,620円《12月23日（火・祝）からの販売》
■本館地下1階 惣菜

家族みんなが笑顔で揃い、ごちそうが並ぶ特別な夜、
楽しいパーティの準備を今年も遠鉄百貨店がお手伝いします。

週末はえんてつでクリスマスのご準備を！

赤坂の名店の人気チョコレートケーキ。
　4〈トップス〉クリスマスチョコレートケーキ
　　　（約18.5㎝）1,836円《12月20日（土）・
　21日（日）のみの販売、各日250台限り》
■新館地下1階 和洋菓子特設会場 

フルーツ盛りだくさんの
スペシャルケーキ。

6〈パティスリー・ザ・ミニム〉
クリスマスデコレーション（径約12㎝）
2,500円《12月21日（日）からの販売》

■新館地下1階 和洋菓子

パーティの乾杯に欠かせない
各種スパークリングワインを
豊富に取り揃えました。
〈ワインショップ・エノテカ〉
①イプシロン・スプマンテ・
ブリュット・ゴールド（イタリア産、
白・スパークリング 辛口、375㎖）
・・・・・・・・・1 ,944円《60本限り》
②ベルスター・キュヴェ・ロゼ
（イタリア産、ロゼ・スパークリング 
辛口、750㎖）
・・・・・・2,160円《60本限り》
③シロクマ・ブリュット
（スペイン産、白・スパークリング 
辛口、750㎖）
・・・・・・2,052円《60本限り》
■新館地下1階 和洋酒 
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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。

12月30日（火）までは午後7時30分まで営業。
12月31日（水）は全館午後7時まで営業。
新年1月1日（木・祝）は休業日とさせていただきます。

春に新調すると「財布が張る」といわれる
縁起の良い春財布を取り揃えてご紹介します。

衝撃や歪みに優れた
耐久性を持つ超軽量
スーツケースとして
人気のコスモライトが、
生まれ変わって更に
軽くなりました。

①婦人長財布（パイソン・牛革）・・・・・・・19,440円
②婦人財布（パイソン・牛革）・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円
■本館2階 婦人洋品

〈サムソナイト
／コスモライト〉
スーツケース
（40×20×55㎝、36ℓ、1.8㎏）
・・・・・・・・・・・・・・・・・58,320円
■本館6階 
鞄・旅行用品

迎春飾り・用品特集 〈サムソナイト〉スーツケース春（張る）財布特集

■12月25日（木）まで ■各階で開催
2014えんてつクリスマス

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

■平成26年12月25日（木）6平成27年1月13日（火）■本館8階 催会場

■入場料／一般500円※中学生以下無料
※午前10時6午後7時、最終日は午後5時閉場 ※1月1日（木・祝）は休業日とさせていただきます。

予 告

①

②

※各売場でセール除外品がございます。

■12月31日（水）まで 
■本館・新館 各階で開催
※各売場でセール除外品がございます。

ベビー・こども服
本館5Ｆ

スポーツ
新館5Ｆ

クロスファッション
新館6Ｆ

新年を祝う縁起物や、
玄関やリビングなどに
華やかさを演出する飾り物
をご用意いたしました。

■12月31日（水）まで 
■本館7階 リビング

御所車（30×20×高さ35㎝）7,560円
■プラン・ド・フルール 
  Sia&ラポール           

8干支置物（薬師窯）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
■和洋食器
4祝箸各種
①三膳セット・・・・・648円
②五膳セット・・・・・756円
■和洋食器

■12月23日（火・祝）まで■スペース8※最終日は午後5時閉場
歳末きものバーゲン

冬の婦人服バーゲン■12月30日（火）まで 
■本館8階 スペース8
※最終日は午後5時閉場

トレンド　 上質コートを、
感謝のプライスで。

■12月23日（火・祝）まで ■催会場※最終日は午後5時閉場

ズバッ！とお買得プライスで大提供！！

【ジャストプライス特集】
チュニック各種
3,000円

カーディガン各種
4,000円

コート各種
5,000円

クリスマス期間限定ショップ 美しい歌と演奏が響き渡ります！ Christmas Gift

2014 えんてつ

大きな絵がある！
クリスマス★コンサート
■12月20日（土）午後1時・2時30分（各回約30分）
■イ・コ・イ スクエア5階
音楽とイラストで聞いて楽しい＆見て楽しい
歌う仲良し夫婦♪「ケッチャップマヨネーズ？」。
こどもから大人までいっしょに楽しめます。

ヤマハ クリスマスコンサート
■12月20日（土）・21日（日）
　各日午後2時・3時・4時（各回約30分）
■イ・コ・イ スクエア3階 
サックスやフルートなどのクリスマスに
ぴったりな演奏会をお楽しみください。 

クリスマスミニジャズライブ
■12月21日（日）午後2時・3時（各回約30分）
■イ・コ・イ スクエア6階
浜松市在住のプロ
ドラマー村松勇氏を
中心としたクリスマスに
ぴったりのジャズライブ
を開催いたします。

浜松ライオネット児童合唱団
クリスマスコンサート 
■12月23日（火・祝）午後1時・3時（各回約30分）
■イ・コ・イ スクエア5階
ライオネット児童合唱団のこどもたちがかわいら
しい歌声でクリスマスソングをお届けいたします。

 クリスマス

〈スチームクリーム〉
植物由来成分と天然エッセンシャルオイル配合
の全身用保湿クリーム。
クリスマスのモチーフなど
豊富なデザイン缶を各種
取り揃えました。
〈スチームクリーム〉
全身用保湿クリーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,543円
■本館1階 西入口特設会場

〈ネイリング〉
ネイルアートの技法を使った〈ネイリング〉。
クリスマスをイメージした
バングルやネックレス、
リングを取り揃えました。
〈ネイリング〉
①バングル24,840円
②ペンダント19,440円
■本館2階 スペース2

インポートバッグ特集
カラフルで個性的なデザインの
スペイン発ファッションブランド
〈デシグアル〉をはじめインポート
バッグを各種取り揃え
ご紹介いたします。 
〈デシグアル〉
婦人ハンドバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・11,900円
■新館1階 特設会場

〈オジコ〉
こっそり準備した巨大ケーキにいちごをのせて
飾り付け完了。さあ、親子で
クリスマスを楽しんで。
〈オジコ〉長袖Tシャツ 
・こども用（80～160㎝）
・・・・・・・・4,104円から
・大人用5,832円
■本館5階 特設会場 

①

②
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本館8階 催のご案内今年一年のご愛顧に感謝して、
お買得品を取り揃えました！

各階のご案内

ギャラリー・ロゼ
手打ち刃物

（おやま本手打刃物）
佐渡 無名異焼
（玉堂窯元）

杉原商店
（ちびたい焼き）
和〈なごみ〉
（ドライフルーツ）

小嶋伸・
サチコの猫展

えんてつ
フードセレクション
（特製シウマイ、

サーロインステーキ重）

アントステラ
（クリスマスクッキー）

赤ちゃん
写真コンテスト
２０１４入賞作品展

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
■12月22日（月）まで ■12月23日（火・祝）まで ■12月23日（火・祝）まで ■12月23日（火・祝）まで 

■12月25日（木）まで 
■12月25日（木）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


