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「プレステージウォッチフェア」
ウェブカタログはこちら！ エンデパ

新登場 新登場

　　  〈ヨーロピアン カンパニー 
ウォッチ〉パナールクロノグラフ
（紳士用、自動巻、ステンレススチール、ケース40×51㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・658,800円

〈クレドール〉GSTE827（婦人用、
クォーツ、ステンレススチール、ダイヤモンド、ケース
24.1×20.7㎜）・・・・・・・・・・・・・・・972,000円

〈タグ・ホイヤー〉カレラ ホイヤー01
（紳士用、自動巻、ステンレススチール、ケース径45㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・642,600円

〈フェラガモ〉ガンチーニブレスレット
（婦人用、クォーツ、ステンレススチール、ケース
径25.5㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135,000円

〈ハミルトン〉ベンチュラ エルヴィス 
80 オート（紳士用、自動巻、ステンレススチール、
ケース径42.5×44.6㎜）・・・・・173,880円

〈Gc〉Lady Chic（レディ シック）
（婦人用、クォーツ、ステンレススチール、セラミック、
ケース径32㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・74,520円

〈ミナセ〉Hiz ファイブウィンドウズ
（紳士用、自動巻、ステンレススチール、ケース46.5×
38.0㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378,000円

新登場

㊧〈オメガ〉スピードマスター ダークサイド オブ ザ ムーン ブラックブラック
（紳士用、自動巻、ブラックセラミック、ケース径44.25㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,360,800円
㊨〈オメガ〉スピードマスター ホワイトサイド オブ ザ ムーン
（紳士用、自動巻、ホワイトセラミック、ケース径44.25㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,360,800円

〈オメガ〉初のセラミックウォッチ。ケースやベゼル、リューズやプッシュボタンまでもが
黒で統一されたブラックと、艶やかな白でまとめられたホワイトの両タイプを取り
揃えご紹介いたします。

「月」が誕生の由来、スピードマスター。

〈ミナセ〉ムーブメント分解・
組立て実演

時計職人によるムーブメント分解・
組立ての工程をご紹介いたします。

1860年、開港間もない
横浜の地に降りたった、
スイスの高級時計ブラ
ンド〈ジラール・ペルゴ〉
社の創業一族のひとり
である時計師、フランソ
ワ・ペルゴが日本で販売
した〈ジラール・ペルゴ〉
製の懐中時計などを展
示いたします。

■2月13日（土）・14日（日）
　各日午後2時・4時

「時計界のレオナルド・ダ・ヴィンチ」また「時計の進化を2世紀早めた男」など
と称され、高度な時計技術ばかりでなく最新の科学にも精通した当時最高の
職人であったブレゲの革新的な時計をご紹介いたします。

〈ブレゲ〉の神髄、
創造と革新の飽くなき追求。

㊧〈ブレゲ〉クイーン・オブ・ネイプルズ（婦人用、自動巻、18金ローズゴールド、
ダイヤモンド、ケース32.7×27.3㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,002,400円
㊨〈ブレゲ〉トラディション オートマティック レトログラード セコンド 
7097（紳士用、自動巻、18金ホワイトゴールド、ケース径40㎜）・・・・・・・・3,920,400円

時代を超えて愛される時計を一堂に。

■2月10日（水）615日（月） ■本館8階 催会場※最終日は午後5時閉場

〈I.T.A.〉カサノバ・クロノ（紳士用、
クォーツ、ステンレススチール、ケース径44㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69,120円

ジラール・ペルゴ『フランソワ・ペルゴ展』

新登場

※展示品は変更になる場合がございます。〈非売品〉



エンデパ

ムッシュニコルエクストラ
2月19日（金）オープン！■新館6階 メンズキャラクターズ
伝統的なクオリティに現代性を融合させた monsieur NICOLE。自分のスタイルを持ち時代の流れにも敏感なコレクションです。TRUE CREATIONをテーマに新作をご紹介します。

予 告

※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。

■2月15日（月）まで 

プラザB-1

北海道グルメフェア
（真ほっけ開き、
北海道ざんぎ）

本場大島紬
関順一郎想いの布展
織人の想いの布、今 浜松へ

食料品催場クリエイティブ工房

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7時閉場

※最終日は午後4時閉場 ※最終日は午後5時閉場

アントステラ
（バレンタインクッキー）

ゴンチャロフ
（チョコレート）
松風屋

（チョコレート）
■2月14日（日）まで ■2月14日（日）まで 
※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
ギャラリー・ロゼ

※最終日は午後5時閉場

イ・コ・イ スクエア6階

各階のご案内 ■2月16日（火）まで 

〈スチームクリーム〉全身用保湿クリーム
（75ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

〈スチームクリーム〉ショップ
■2月23日（火）まで

■本館2階 婦人アクセサリー特設会場
※最終日は午後6時閉場

〈ドゥクラッセ〉期間限定ショップ
■2月23日（火）まで

■新館1階 南入口特設会場
※最終日は午後6時閉場

〈ドゥクラッセ〉
・ロングカーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円
・カットソー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,832円
・ガウチョパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・10,692円

新館5階 東急ハンズ トラックマーケット

遠鉄グループ共同企画 第6回えんてつマタニティ教室参加者募集

■3月16日（水）午後2時65時 ■新館8階 えんてつホール ■参加費無料 ■先着30組様
■対象／出産を控えた妊婦様※ご同伴者1名様まで ■お申込み方法／メール:maternityschool@entetsu.co.jpにて、
お名前・生年月日・ご住所・お電話番号・出産予定日（ご同伴者がいらっしゃる場合はお名前と続柄）をお知らせください。
※お問合せ／遠州鉄道（株）保険グループ内マタニティ教室事務局 TEL.053（453）6305［直通］まで

出産や子育てに関する耳より情報をはじめ、マタニティヨガ講座や抽選会も開催いたします。

顔、ボディ、手、足、かかとなど、全身使える
保湿クリームです。人気のネコのデザイン
など可愛い缶を期間限定で展開いたします。

■2月14日（日）まで ■新館8階 えんてつホール※最終日は午後6時閉場
【2月12日（金）614日（日）の3日間限り】
〈トップス〉チョコレートケーキ（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,900円《各日250点限り》

婦人ハンドバッグ
特別セール

高級素材をはじめ〈有名ブランド〉バッグを特別価格で！

■2月10日（水）616日（火）
■本館１階 南入口特設会場
※最終日は午後5時閉場 

①トートバッグ（45×12×
高さ31㎝）32,400円
②パイソンショルダー
バッグ（31×6×高さ23㎝）
　　　　　　32,400円

①

②

和泉櫛
（田中つげ櫛工芸）
江戸ブラシ

（平野刷毛製作所）

第22回浜松
シティファッションコンペ

優秀作品展

4〈FOR ゆ〉
お風呂メガネ1,317円

6バックジョイ 
ポスチャー＋6,361円

2お申込みはこちらまで

※一部対応していない
機種、アプリがございます。

スペースヤマト
リラックス
マッサージャー
89,000円

リラックスマッサージャー
体験販売会
■2月16日（火）まで

■2月10日（水）615日（月）本館8階 催のご案内 ※最終日は午後5時閉場

静岡県の郷土工芸展
地域の文化と手仕事の技が息づく、県内の工芸品を一堂に。
｢富士山の日｣協力事業

第15回

■2月13日（土）・14日（日）各日午前10時30分・
午後０時30分・2時・3時30分・5時（各回約1時間）
■本館8階 中央ひろば
■内容／①駿河竹千筋細工 盛器・虫籠
　　　　②掛川手織葛布 ミニテーブルセンター
■参加費／1,500円
※お申込み・お問合わせは、静岡県郷土工芸品振興会
TEL.054（252）4924担当／黒田まで

伝統工芸品 製作体験 ふじのくにクラフト教室

■2月13日（土）・14日（日）
各日午前10時・11時30分・
午後1時30分（各回約30分）
■本館8階 スペース8

静岡県イメージキャラクター
「ふじっぴー」が
遊びにくるよ！

※都合により登場時間が変更となる場合がございます。
内側に駿河和染の巾着を使用
した軽くて丈夫な手提げバッグ。

江戸時代から受け継が
れる染色の技を生かした
新感覚の多目的な手ぬぐい。

【静岡市／駿河竹千筋細工】

【静岡市／駿河和染】

4手提げ葵（大）
（31.5×15×高さ33㎝）55,728円

6フリンジ手ぬぐい
（33×200㎝）・・・・・・・各4,212円

【浜松市／
ざざんざ織り】

漆塗りの美しさをグラス
に映したモダンな作品。

【静岡市／
駿河漆器】

6漆焼酎グラス
（口径9.2×高さ9.6㎝、容量300㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・各6,480円

①

②

■スペース8

■本館・新館6階 紳士服

この春、さらに魅力をアップさせるアイテムが勢揃い！

座るだけで姿勢を整える
骨盤サポートシート。
腰の負担を軽減します。

高速回転により磁場を発生
させる小型マッサージ。
肩や背中、
腰にも使用
できます。

サウナやお風呂で曇らない
メガネ。熱に強く踏んでも
割れないポリカーボネート
素材です。

大人の女性のリアル
クローズとして人気。
ファッション感度と
リーズナブルな価格
が魅力です。

植物染料の温かみ、
手織りの優しさが伝
わる工芸品。
4①折財布
・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
②BOX型小銭入れ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,428円

フレッシャーズに最適。
トラッドスタイルに欠か
せない柄を特集。
〈ニューヨーカー
 アクセサリー〉
ネクタイ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円
■本館6階 
紳士洋品・雑貨

イタリアの生地メーカー、ロロピアーナ社製
ウール生地を使用したスプリングコート。
6〈ダーバン〉スプリングステンカラーコート
96,120円 ■本館6階 メンズスーツ

撚りを強くした細番手で編んだ丈夫な
春先まで楽しめるニットカーディガン。
〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
綿ニットカーディガン・・・・各17,280円
■本館6階 メンズカジュアル

ご好評につき
期間延長！

時代を超えて支持されるトラディ
ショナルアイテムをベースに遊び
心と自由な発想を取り入れた
ミックススタイルを提案します。
春の新作紹介
4〈ティーケー タケオキクチ〉
■新館6階 メンズキャラクターズ

※写真はイメージです。


