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いっしょに笑う時間が、一番の贈りもの 2015 
えんてつクリスマス
■12月25日（金）まで
■各階で開催

①〈ヴァンドーム青山〉
・ネックレス（10金イエロー
ゴールド、ダイヤモンド）
・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円
・ピアス（10金イエローゴールド）
・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
②〈4℃ ジュエリー〉
ネックレス（10金ホワイトゴールド、
ダイヤモンド）38,880円
■本館2階
　婦人アクセサリー

〈オメガ〉
コンステ
レーション

（婦人用、クォーツ、
ステンレススチール、
マザーオブパール、12Ｐ

ダイヤモンド、ケース径24㎜）
・・・・・・356,400円
■本館7階 時計

〈アンテプリマ〉スマートフォンケース（iPhone6専用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各12,960円 ■本館2階 婦人洋品

〈シビラ〉・コート85,320円・フォックスファー
31,320円 ■本館3階 コンテンポラリースタイル

〈レイモンド ブリッグズ〉
チャリティーサンタ人形
（高さ約5.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
《600点限り、お一人様5点限り》 
■本館5階 おもちゃ

〈4℃ ハンドバッグ〉・バッグ
（32×13×高さ23㎝）37,800円
・チャーム・・・・・・・・・・5, 184円
■本館2階 ハンドバッグ〈ロンシャン〉ハンドバッグ（32×12×高さ24㎝）71,280円

■本館2階 ハンドバッグ

〈ニナ リッチ〉
カシミヤストール
25,920円
■本館2階
婦人洋品

夢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

煌めく可愛い花モチーフで女子力をアップ！

永く愛用したい、
可憐なデザイン。

女性らしさ漂う上品なコートに気分も上がる！

トレンドのフューシャ
ピンクが着こなしの
ワンポイントに。

華やかシーンに効く、ラムスキンバッグ。

おしゃれは足元から！
ときめくお気に入りの一足を。
①〈アグ オーストラリア〉
シープスキンブーツ・・・・・・32,400円
②〈ストロベリーフィールズ グレース〉
　　　　パンプス・・・・・・・20,520円
　　　　　　　③〈モードクラッセ〉
　　　　　　  パンプス11,880円
　　　　　　  ■本館2階 婦人靴

①

②

①

②

③

※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。
※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。

幸 今年一年間頑張ったワタシへ。

せを る自分に贈



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。

〈京都祇園 香鳥屋〉手刺プリントビーズ和洋装
ハンドバッグ（34.5×14×高さ22.5㎝）・・・105,000円

浜松国際ピアノコンクール
認定スウィーツ限定販売

■12月1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

期間限定ショップ
〈京都祇園 香鳥屋〉 お年賀タオル特集

■2016年1月5日（火）まで
■本館7階 バス・トイレタリー

素材と縫製にこだわり、高級感漂う人気の
ハンドバッグを期間限定で特集。

フェイスタオル
㊧「梅尽くし申」324円㊨「だるま申」540円

お正月の挨拶まわりに欠かせないタオル。
干支の絵柄入など豊富に取り揃えました。 遠鉄百貨店オリジナル

〈越前塗〉溜仕切り付三段重（取箸付）
（18×18×高さ17.5㎝）・・・・・・・・・・・39,960円《5点限り》

おせち料理の詰め合わせが
しやすい仕切り付きのお重。

※ご優待・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。

■１２月10日（木）まで

●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。

■11月27日（金）・28日（土）・29日（日）の3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、お歳暮ギフト人気商品
などが当たる抽選会にご参加いただけます。

このマークが目じるし!6

※当選発表は後日発送をもってかえさせていただきます。

2015 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

※１２月２日（水）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。

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。

国内縫製で仕立てるジャストフィットスーツで新年のスタートを。

コートやニットをはじめ、冬のおしゃれアイテムを特別プライスで！

■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》

小杉春見 作

■11月25日（水）630日（月） ■スペース8 ※最終日は午後5時閉場
紳士・婦人イージーメード2着セール年内

納め

本館8階 催のご案内
■　　　１２月２日（水）6４日（金） ■本館８階 スペース８
第３4回 

石田不空 作

■12月1日（火）まで ■本館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

迎春用品特集
■12月31日（木）まで ■本館7階 和洋食器

〈大七〉生もと梅酒 極上品
BV0240235,184円＊
大七 生もと梅酒〈極上品〉720㎖

〈うめよし〉梅酒3種詰合せ
BV024015・・・4,320円＊
泡盛梅酒 壱 -ICHI-、ブランデー梅酒 善 -ZEN-、
日本酒梅酒 縁 -ENISHI- 各375㎖

 

〈新潟／加島屋〉瓶詰詰合せ（中ビン）
HY032018〈BM3-06〉・・・・・・・・・・・・・・・・・5,832円
さけ茶漬140g、いくら醤油漬160g、貝柱のうま煮100g

賞味期限：冷蔵で21日

同送不可

〈551蓬莱〉の点心は、美味
しさへのこだわりから厳選
素材を使用し、保存料など
一切無添加です。

美
味
し
い
も
の
を
囲
む
笑
顔
が
も
っ
と
広
が
る
よ
う
、冬
に
う
れ
し
い

贈
り
も
の
を
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
に
取
り
揃
え
ま
し
た
。

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5倍

または
ポイント

ビール・洗剤・
石鹸・入浴剤全品全国送料無料！

遠鉄百貨店で初めて贈るお歳暮キャンペーン早期ご来店お買上げ企画！ お歳暮お買上げ抽選会！ 「遠鉄百貨店・テレしず共同企画」 2015お歳暮プレゼントキャンペーン

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

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
のお客様に差しあげます。

もれなく〈本髙砂屋〉
エコルセ（ミルクチョコ）プレゼント！

①

②

〈銀座ウエスト〉リーフパイBT004014
〈DL-D〉3,024円 リーフパイ×22

琉球泡盛に自社農園の完熟南高梅を漬け込んだ｢梅酒 
壱｣と､４ℓ以上の南高梅を生酛純米大吟醸に漬けた｢生
もと梅酒｣。心と体が癒される､格別な味わいです。

予告 ※２日（水）の一般入場は午前10時40分から、最終日は午後６時閉場

遠鉄百貨店で5,000円以上お買物いただくと
遠鉄バス・電車の「お帰りきっぷ」をさしあげます。

〈大阪／551蓬莱〉冬の豚まんセット
SY9810105,400円＊ 消費期限／冷蔵で5日
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・うずらまき、海鮮ちまき各1）
※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（月）まで ※年内最終お届け指定／
12月28日（月）までとさせていただきます。

新登場

新登場

新商品

①〈カフェ コンディトライ リープリング〉
モーツァルト・・・・・・・・・・・・1,000円《各日24台限り》
②〈巖邑堂〉菓曲・・・・・・777円《各日20箱限り》

浜松を代表する
和と洋の菓子職人が
3年に一度開催されるピアノコンクールに
あわせて作る特別限定スウィーツです。

■11月25日（水）612月1日（火） ■スペース8 ※最終日は午後4時閉場
レディスウィンターファッションバーゲン

友の会積立満期金ご利用で「遠鉄百貨店商品券」をGet!
■対象期間／11月25日（水）612月25日（金） ■対象売場／全館
友の会カード内の積立満期金でのお買上げ10,000円ごとに1口自動で
エントリー!期間終了後、抽選で遠鉄百貨店商品券が当たります！
お問合せは、TEL.053（457）5201［直通］まで

自動で
エントリー!
応募の必要
なし！！

各階のご案内 ■12月1日（火）まで 

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
（峯野牛特別販売会・

穴子寿司）

浜松国際
ピアノコンクール
認定スウィーツ

食料品催場クリエイティブ工房

玖島ローズ
（バラスウィーツ）
虎屋ういろ
（ういろ）

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

本館7階 本館地下1階 新館地下1階 新館地下1階


