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本館2階
婦人靴
フロアMAP

婦人靴フロアが新しくなってより素敵に。ゆっくりと選べるフィッティングスペースも新設。

〈パーフェクトマンプラス〉
①フレンチバッグチャーム（クリスタル・
ロジウムメッキ・ポリエステルほか／リール付）・・・7,020円
②クリスタルバッグチャーム
（クリスタル・ロジウムメッキほか／チェーン付）5,076円
・クラウンゴールド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ,944円
・カラフルお花チャーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円

〈アグ オーストラリア〉
9月9日(水)オープン！

6〈ヒルズアヴェニュー〉
パンプス（豚革、22.0～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各19,980円

〈ヒルズアヴェニュー〉期間限定ショップ
■9月1日（火）まで ■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後6時閉場

〈クロールバリエ〉
プリントオーダー会
■9月1日（火）まで 
■本館2階 婦人靴
つま先部分が指なりになっている
ため足入れが楽なパンダルと
バレエシューズが各20色
の柄から選べるプリント
オーダー会を開催。
※ご注文承り後、約4週間後
のお渡しとなります。
〈クロールバリエ〉
・パンダル
（21.0～25.5㎝）9,720円
・バレエシューズ
（エクセーヌ、21.5～25.0㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

〈ダコタ〉ハンドバッグ
　　　　　　　　　　　　　　　

〈ダコタ〉①ショルダーバッグ（牛革、27×15×高さ27㎝）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円
②ハンドバッグ（馬革、39×15×高さ34㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 1,600円
プレゼント 10,000円以上お買上げのお客様にノベルティグッズを差しあげます。

〈シビラ〉婦人財布
　　　　　　　　　　　■本館2階 婦人洋品

〈オロビアンコ〉婦人雨傘
　　　　　　　　　　　■本館2階 婦人洋品

〈パーフェクトマンプラス〉
アクセサリーチャーム
　　　　　　　　　　　■9月8日（火）まで ■本館2階 婦人洋品
※最終日は午後6時閉場

スペインのクリエーターの感性が
光る〈シビラ〉の財布を各種取り
揃えました。
〈シビラ〉①長財布（牛革）18,360円 
②長財布（牛革）・・・・・・・・20,520円

日本製で甲州織の先染めを使用。
カーボン骨で軽量化された逸品です。
〈オロビアンコ〉婦人雨傘
①9,180円 ②8,640円

1978年の創立以来、
代表的なシープスキン

ブーツをはじめ最高品質
の素材を使用し「比べ
ようのない心地よさ」を
提供しているブランドです。

上質な大人の遊び心を演出
する〈パーフェクトマンプラス〉。
クリスタルラインストーンや
スパンコールを使った、
キラキラアイテムが人気です。

〈アグ オーストラリア〉ミニベイリーボタンブリング
　コンステレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,560円

予告

■9月8日（火）まで 
■本館2階 スペース2 
※最終日は午後6時閉場

天然素材の持つ自然な風合
いと感触。本物が持つ質感
を活かしたバッグ。
使うほどに
愛着が湧く
ハンドバッグ
です。 

〈アマカ〉
・カーディガン20,520円
・ニット24,840円
・パンツ20,520円
■本館３階 
　コンテンポラリー
　　スタイル

流行に敏感な女性のためのエレガントな足元を
バラエティ豊かに取り揃えてご紹介いたします。 ①

①

①
①①

②

②

②

②

〈マリークラブ〉

〈マリーファム〉

オープニングプレゼント

②② ③

④

②

ラフな服装でもエレガントに彩るモダンな
デザインがオススメのシューズです。
①ブーティ22,680円 ②パンプス19,440円

オンとオフ、さまざまなシーンやスタイルに
合わせられる履きやすい低寸パンプス。
①パンプス17,200円
②ローファー18,360円

〈クラークス〉

〈リーガル〉

①

①

①

アメリカンカジュアルの足元に欠かせない
歩きやすい履き心地のレザーシューズ。
①カジュアルシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,800円
②ドライビングシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・13,800円

〈ハッシュパピー〉

①

プレゼント お買上げのお客様、先着30名様にキャラクター
の犬のぬいぐるみを差しあげます。

プレゼント お買上げのお客様、先着10名様に〈パトリック〉オリジナルの
ボールペン（非売品）を差しあげます。

■エレガンスエリアA

■エレガンスエリアA

■カジュアルエリアＢ

■コンフォート＆ウォーキングエリアＣ

■ブランドショップエリアＤ
時代に流されない上質感、
自分らしさを大切にしている
女性のためのショップゾーンです。

トラッドやスポーツをベースにシーズンで活躍
するシューズを幅広くご提案するゾーンです。

■ブランドショップエリアＤ

歩くことが楽しくなる優しい履き心地と
トレンドをさり気なく取り入れたおしゃれ
なシューズゾーンです。

■コンフォート＆
ウォーキングエリア
Ｃ■カジュアルエリアＢ

スポーツ工学に基づいて開発された婦人靴。
カジュアルからビジネスまで歩きやすさ抜群です。
 ①パンプス19,440円 ②パンプス20,520円

カジュアルトラッドをベースに
しながら遊び心をプラス。
履き心地も大切にしました。

8カジュアルシューズ
　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

スポーツシューズに
カジュアルテイストを
プラスしたスマートな
一足。靴選びが楽しく
なるバリエーション。

フェミニンからカジュアル
まで幅広いスタイルに
フィット。可愛らしさを
感じさせるデザインが
特徴です。

長時間歩いても足が疲れにくい特徴的なデザイン
のドイツ生まれのコンフォートシューズブランドです。
ドライビングシューズ
①32,292円 ②31,860円 ③④各29,160円
⑤⑥ウォーキングシューズ・・・・・・・・・・・・・・・各43,092円

〈アシックス〉

〈銀座ヨシノヤ〉
シューコンサルティングフェア

〈銀座ヨシノヤ〉の認定シューフィッター岡田氏
による足のサイズ計測、微調整、お手入れなど
靴に関するご相談をお受けし、正しい靴選びの
お手伝いをいたします。

■8月27日（木）午前11時6午後1時、
　午後2時64時、午後4時30分66時30分
■各回先着10名様

〈ストロバー〉

姿勢測定会開催
プレゼント お買上げのお客様には粗品を差しあげます。

〈Jブランド〉Tシャツ12,960円
〈レッドカード〉パンツ20,520円
※パーカは参考商品です。
■新館４階 ジーンズショップ

8コンフォートシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円
6ハイカットコンフォート
シューズ（モデル着用）
・・・・・・・・・・23,760円

高品質なレザー使いとクラフトマンシップ
が光る北欧発コンフォートシューズです。

■8月27日（木）・28日（金）

カジュアルシューズ
①24,840円 ②21,600円

8パンプス13,824円

①

②

〈モモン〉

感性豊かで
自分のセンスを

大切にする女性の
ためのブランドです。

スニーカー・・・・・・・・・・・・・13,824円

〈パトリック〉

上品でクールなワンランク上のコーディネートを
楽しめる靴を提案します。
①パンプス14,040円 ②パンプス11 ,880円
③カジュアルシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円

アメリカで50年以上続くモカシンメーカーのトップ
ブランド。手づくりの仕上げが定番です。
モカシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,880円

① ②
③〈バニラエッセンス〉

エレガントなデザインに、どこかソフト
で可愛らしいニュアンスをプラス。
ミックスな時代の気分を表現する大人
の女性のための靴を提案します。
パンプス・・・・・・・・・・・・・・・・・・各15,984円

〈パラディクルール〉

〈ミネトンカ〉

婦人靴売場にて婦人靴をお買
上げのお客様、先着500名様
にオープン記念品として、遠鉄
オリジナルレザーシューホーン
（靴べら）をプレゼントいたします。

②

⑤ ⑥

〈エコー〉
〈ブリジットバーキン〉

〈ランバン コレクション〉

〈ランバン オンブルー〉

甘いディテールは、さり気ないデザイン
の中に女性の可愛らしさへの思い
を込めたブランドです。
①③④パンプス各12,744円 
②シューズ11,880円

本国パリ・ランバンの
エッセンスが漂うエレガント
で上品なコレクション。

①パンプス18,900円

機能性とデザイン性を兼ね備えた大人のための
エレガンス＆コンフォートなシューズです。
①カジュアルシューズ19,440円②パンプス18,900円

〈ローズオットー〉

日本人女性で唯一ミラノコレクション
に公式参加するクリエイティブ・ディ
レクター萩野いづみによるイタリア
発信のブランドです。
①パンプス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,980円
②パンプス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,900円

〈アンテプリマ〉

②

〈バークレー〉
ベーシックでありながら洗練されたデザイン。
革の程良い艶感と上質感で、メンズライクな
スタイルの中にも女性らしさを感じさせます。

カジュアルシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,820円

①

①

②

②

②

②

③
④

①

①

プレゼント フットウェアをお買上げいただいたお客様、先着
50名様にUGG オリジナルカードケースを
差しあげます。

A

D

B

C

●リーガル
●クラークス

●ハッシュパピー

●ヒロフ

●銀座
ヨシノヤ

星乃珈琲店

本館エスカレーター

●コンフォート
　クリニック

●バークレー
●アグ 
オーストラリア

イタリアのシューズブランド。抜群
の履き心地とデザイン性の高さで
多くのファンを魅了しています。

〈ファビオルスコーニ〉
①フラットスニーカー・・・27,000円
②タッセルシューズ・・・・・25,920円
③パンプス・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 1,320円

②

③
①

4〈ブリジットバーキン〉
シューズ（モデル着用）
・・・・・・・・・・・・・・・11,664円

「シックで生意気」をキーワード
      に新しい価値観を提案
        するブランドです。

新登場

新登場
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新登場

新登場 新登場

新登場

遠鉄百貨店オリジナルカラー

②パンプス19,980円
遠鉄百貨店オリジナルカラー

新登場

フィッティングスペース

カメリア×ツィードプリントで大人の
エレガンスを演出。人気のカメリア
シリーズからシックな新作がお目見え。
トレンドのツィードを凹凸感
のあるプリントで
繊細に表現した
この秋オススメ
の一足です。

遠鉄百貨店オリジナルカラー

遠鉄百貨店オリジナルカラー

遠鉄百貨店オリジナルカラー




