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バレエシューズ（22.0～25.0㎝）9,504円
ファルファーレ

主催：公益財団法人 神戸市産業振興財団

「神戸セレクション」は、神戸らしいおしゃれで良質な商品
を発掘・選定。神戸ブランドの魅力を発信しています。

■7月22日（水）627日（月）
■本館8階 催会場 ※最終日は

午後4時30分閉場

10年待ちのコロッケで有名
な旭屋が作る自信作。神戸
牛はゴロッと角切りです。

老舗レストランでシェフパティシエを経て、
市内に店を開いている西川さん。
ハンバーグやスウィーツなど女性に人気
のやさしい味をお楽しみください。

足の動きにぴったりとフィット
する特許製法。足にやさしい靴
をモットーにしている靴工房。

①マグネットストラップシューズ
（21.0～25.5㎝）・・・・・・・・・・・9,612円
②レースアップシューズ
（22.0～25.5㎝）・・・・・・・・・・・・7,452円

ウォッシャブルバレエシューズ（21.0～25.0㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

・ハンドバッグ（26×18×高さ24㎝）64,800円
・財布（20×3×高さ11㎝）・・・・・・・・・・・・・・32,400円

①ネックレス9,720円
マグネットイヤリング
②4,968円③3,024円

但馬牛をじっくり煮込んだビーフシチュー
ハンバーグセット（1人前、パン・サラダ・スープ付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円《各日150食限り》

※各日午前10時30分からの営業、ラストオーダーは閉場の1時間前まで

ベリーの
温かいソース
のパンケーキ
バニラのアイス
クリーム添え
（1人前、コーヒー
または紅茶付）
・・・・・・・・・・999円 神戸ビーフプレミアコロッケ

（1個）・・・・・・・・・・・・・・270円《各日600個限り》

神戸ラスク盛り盛り
お楽しみ袋（110ｇ×4）
1,080円《各日100袋限り》

神戸王様のカシミヤ
食パン（1本〈1.5斤〉）
①プレーン・・・756円
②あん食パン891円
《各日各30本限り》

クロールバリエ

ジュアキャス

神戸モリーママ

グランマホロバ

イートイン

イーザッカマニアストアーズ

超軽量５ｗａｙショルダーバッグ
（29.5×9.5×高さ31㎝）
・・・・・・・・15,660円

ドラコラブ

・ＵＶカットパーカ・・・・・2,484円
・Ｔシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・2,052円
・ガウチョパンツ・・・3,996円

①播州織ボトルトート
（42×15×高さ32㎝）・・・・・12,096円
②播州織ミニショルダー
（24×7×高さ15㎝）・・・・・・・・4,860円

惣津クラフト

①

②

港町を散策気分で
グルメ&ショッピング

動画を
check!

動画を
check!

動画を
check!

動画を
check!

※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。※写真は調理・盛り付けの一例です。

http://www.endepa.com

YouTubeエンデパチャンネルもしくはエンデパホームページ内の
上記の動画5本に隠されたキーワードを組み合わせて、下記の
サイトからご応募ください。

A・Bどちらかのプレゼントを選択！
■応募期間／7月27日（月）まで■応募期間／7月27日（月）まで

※ご当選されたお客様のみ、8月4日（火）までにメール
にてご連絡いたします。

■7月22日（水）624日（金）
■本館8階 中央ひろば 
■各日先着300回限り

■7月22日（水）午前10時から
■本館8階 中央ひろば

栗原 有紗（くりはら ありさ）さん

期間中、神戸セレクションにて当日
お買上げレシートの合算金額
10,000円ごとに1回抽選のチャンス!
※各日お一人様3回限り

神戸セレクションの開催
を記念し、スマイル神戸
が来店いたします。会場
ではご来場のお客様、
先着100名様に神戸プチ
スウィーツをプレゼント!

親善大使 スマイル神戸来店「神戸の名産品」が当たる！
ガラポン抽選会 親善大使 スマイル神戸来店「神戸の名産品」が当たる！
ガラポン抽選会

1泊2日神戸フリー    
プランをペア1組2名様
にプレゼント！

神戸牛専門店 旭屋の
神戸牛を抽選で５名様
にプレゼント！

※先着回数に達し次第終了と
させていただきます。A B

or

空クジ
なし!!

ダイジェストダイジェスト パティシエ 
ニシカワケンジ
パティシエ 
ニシカワケンジ

TIP ZONETIP ZONE

神戸セレクション×遠鉄百貨店コラボ企画

①

①

③

①

②

②

②

ミニショルダーからA4も収納
可能な大きめサイズへ簡単
に変えることができます。

ティップゾーン
外観の美しさだけでなく生活の
道具としての機能的な美しさに
こだわるブランド。

やさしい靴工房
Belle ＆ Sofa
やさしい靴工房
Belle ＆ Sofa

神戸北野旭屋
精肉店

神戸北野旭屋
精肉店



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。

婦人晴雨兼用傘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

パラソルセール
■8月4日（火）まで ■本館2階 スペース２

※最終日は午後６時閉場

色・柄・デザインも豊富にパラソルを特別価格
でご提供いたします。

7月29日（水）からの本館8階 催のご案内

■8月3日（月）まで ■催会場
※最終日は午後5時閉場

①〈スウィート
キャメル〉婦人
ストレートジーンズ
・・・・・・・13,932円
②〈ヤヌーク〉
婦人ボーイズ
クロップドジーンズ
・・・・・24,840円

〈ジーンズショップ〉
ジーンズ引き取りキャンペーン

■7月28日（火）まで
■新館4階 キャリアエレガンス〈ジーンズショップ〉

Tシャツ「1フジ2タカ」・こども（80～160㎝）
3,456円から・大人（レディス・メンズ、Ｍ・Ｌ）5,184円

〈オジコ〉期間限定ショップ
■7月28日（火）まで ■本館5階 特設会場

※最終日は午後5時閉場

親子で楽しめるデザインTシャツを、バラエ
ティ豊かに取り揃えて特集いたします。

振袖をはじめ
ドレスまで、和洋
衣裳を見逃せ
ない破格値で！

明治40年創業
の地元老舗店。
外側はパリッと、
中はふっくらと
熟練の技で焼
き上げました。

リゾート感あふれる南国の魅力をご紹介。今すぐ役立つおしゃれをお買得プライスで！世界各国から掘り出し物がバラエティ豊かに大集合！

次週 

本館8階 催のご案内

■7月27日（月）まで
■本館8階 スペース8
※最終日は午後5時閉場

〈大和養魚〉
うなぎ白焼
（浜名湖産、1尾）
・・・・・・・・・1,713円
うなぎ蒲焼
（浜名湖産、1尾）
・・・・・・・・・1,836円
■遠州グルメ

4〈浜名湖山吹〉
うなぎ長蒲焼（浜名湖産、1尾）
・・・・・・・・・・・・・2,484円 ■惣菜
●〈築地 中島水産〉うなぎ
蒲焼（浜名湖産、1尾）1 ,580円
《100尾限り》
■鮮魚

6〈うの匠〉浜名湖産うなぎ蒲焼
弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
●〈うなぎの五島〉うなぎ弁当（竹）
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円 ■惣菜

【スリランカ】
①マルシェバッグ（約34×24×高さ24㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
【フィリピン】
②キャンドルホルダー（高さ約45㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
【インドネシア】
③ウォーターヒヤシンス 手編み
ゾウ（約34×18×高さ28㎝）9,720円

■8月3日（月）まで ■催会場
※最終日は午後5時閉場

■8月3日（月）まで 
■スペース8
※最終日は午後5時閉場

ブラックフォーマルワンピース41,040円
6タンクトップドレス
・・・・・・・・・・・4,860円

【インドネシア】
④白蝶貝プレート
（径約23㎝）・・・・・・・・9,720円
【スリランカ】
⑤イソップカエル
（高さ約19㎝）・・・・・4,320円

③

① ②

④

⑤

婦人服夏もの最終処分
セール
フォーマル特集

7月29日（水）
●ブラウス各種2,160円《30点限り》

7月30日（木）
●カーディガン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《30点限り》

7月31日（金）
●チュニック各種2,160円《30点限り》

日替り提供品

詳しい
日程は
こちらから

※一部対応していない
機種がございます。

アジア
リゾート雑貨
特集

ハワイアンフェア

ハワイアン
フラダンスショー
静岡県内で活動して
いるフラダンスチーム
のダンスショーを連日
開催いたします。

予 告

ほっぺちゃん

消しゴム
つめ放題！

ほっぺちゃんほっぺちゃん
おたのしみ 消しゴム

つめ放題！福袋
ほっぺちゃん
おたのしみ

福袋

4振袖10,800円
　●リサイクルきもの
　・・・・・・・・・・540円から
　●7歳女児用きもの
　セット（きもの、長襦袢）
　・・・・・・・・・14,040円

ジーンズ1本お引き取りで〈ジーンズショップ〉
でご利用いただけるクーポン券（1,000円分）
を差しあげます。※クーポン有効期限8月31日（月）まで
※セール品のお買上げにはご利用いただけません。※詳しくは
売場販売員におたずねください。

期間中お買上げのお客様、先着100名様に〈オジコ〉
オリジナルうちわをプレゼントいたします。

プレゼント

① ②

endepaメールclub

新規会員募集
キャンペーン

詳しくは
こちら！

キャンペーン期間中、
新規ご入会で
「えんてつポイント」
がもらえる！

■7月31日（金）まで

■7月24日（金）まで ■本館地下1階

7月24日（金）は

■主催／SDT静岡第一テレビ
■会場でのお会計は現金のみとさせていただきます。
※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。
■会場内の混雑具合により入場を制限する場合がございます。
※開場前にお越しの場合は、新館1階 南入口にお並びください。混雑緩和のため、
開場前にご入場いただく場合がございます。

■入場時間／24日（金）・25日（土）午後7時まで
　　　　　  26日（日）午後5時まで

新館8階 えんてつホールで開催！新館8階 えんてつホールで開催！
24日金 25日土 26日日7月

※無くなり次第終了とさせていただきます。

貸衣裳大処分市

各階のご案内

ウィークリースウィーツ 
駿河竹千筋細工

（みやび行燈製作所）
とんぼ玉アクセサリー
（赤木雄一）

出羽細工（中井工芸）
古代裂の服
（アトリエもも）

みんなの陶芸展
2015

住友生命浜松支社
「こども絵画コンクール」

ニッポンの
美味探訪

（奈良漬・生ワカメ）

九州沖縄味紀行
（五島鬼鯖棒鮨・

鶏めし）

泥と藍 竹林和美 
染色作品展

大分・竹巧彩 毛利健一
創作カゴバッグと
自然素材の洋服展

食料品催場クリエイティブ工房

白鷺堂本舗
（和菓子）

千寿庵
（わらびもち）

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

※最終日は午後4時閉場 ※最終日は午後5時閉場
■7月29日（水）68月4日（火）■7月29日（水）68月4日（火）■7月29日（水）68月4日（火）
※最終日は午後7時閉場

※最終日は午後5時閉場
■7月28日（火）まで 

マカロフG（ゼリー）
コンディトライ神戸
（洋生菓子）

ほまれや（たい焼き）
モナリオ（豆乳プリン）

※最終日は午後7時閉場

■7月29日（水）68月11日（火）
※最終日は午後7時閉場

■7月28日（火）まで 
■7月28日（火）まで 

■7月29日（水）68月4日（火）

■7月28日（火）まで ■7月28日（火）まで 

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

※最終日は午後5時閉場
■7月29日（水）68月3日（月）

※最終日は午後5時閉場
■7月27日（月）まで 

イ・コ・イ スクエア6階


