


■5月10日（火）まで ■各階で開催
■後援／静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社、

浜松商工会議所、磐田市商工会

■5月8日（日）まで ■各階で開催

革小物プレゼント
【各日先着50名様】
期間中、「日本革市」
で16,200円以上お
買上げのお客様、
各日先着50名様
に革小物を差しあ
げます。
※プレゼントは日替りとなります。
写真はプレゼントの一例です。

革のコースター
プレゼント
【各日先着50名様】
期間中、会場にてアンケート
にお答えいただ
いたお客様、
各日先着50名様
に革のコースター
を差しあげます。

「出展業者」によるレザークラフト教室
■各日午前10時6午後7時
（所要時間：20分～30分）※受付は各日午後6時まで、
最終日は午後4時まで。
【参加費・材料費込】
1カードケースダブル作り2,000円 
2ミニ財布作り1,500円
3小物入れ作り1,000円 
4コインケース作り800円
※混雑時はお待ちいただく場合もございます。
※使用する革はすべて牛革です。

■　　4月28日（木）65月3日（火・祝）
■本館8階 スペース8

※最終日は午後5時閉場

「タンナーとは、皮を鞣す（なめす）職人のこと」

兵庫〈TODAY'S／ハートビート〉
らくちん本革タウンスニーカー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,904円

兵庫〈スタジオキイチ／喜市〉
長財布（19×2.5×高さ10㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

東京〈アンデルセンバッグ／筒井〉
ギャザーバッグ（43×23×高さ16㎝）・・・・・・・・・・・・54,000円

東京〈中澤鞄／中澤〉
ショルダーバッグ（28×10×高さ29㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円

牛革：兵庫県たつの市［株式会社マルヒラ］

牛革：兵庫県たつの市［島田製革工業所］

牛革：兵庫県たつの市［株式会社小寺製革所］

牛革：兵庫県たつの市［株式会社キタヤ］

東京〈のむら／野村製作所〉
ウォレットポーチ（20×3×高さ11㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各16,200円

牛革：兵庫県姫路市［協伸株式会社］

〈陶あかり工房 
山本真理〉
①メロン皿（径約17㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
②メロン小鉢（径約15㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2, 160円
《5月3日（火・祝）までの販売》※最終日は午後5時閉場
■本館7階 クリエイティブ工房

コロッケまつり
■5月6日（金）まで 
■本館地下1階 惣菜

かに爪・かに肉がたっぷりと入
ったオリジナルコロッケです。
②〈紅すゞ め〉プレミアムかに
クリームコロッケ（3個入）702円

舞阪産しらすと浜名湖産
青海苔を使用したオリジナル
のコロッケです。
①〈花惣〉舞阪産しらすコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

遠州産の素材を使用した味や浜松の名店が手がけた味が登場！

香りと味にこだわる掛川の自家焙煎珈琲をご紹介。
〈掛川一風堂〉
①遠鉄百貨店オリジナルブレンド（100ｇ）851円
②「チーズケーキ専用コーヒー」（8ｇ）・・・170円
③「チョコケーキ専用コーヒー」（8ｇ）・・・・170円
《5月3日（火・祝）までの販売》 
■本館地下1階 遠州グルメ
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羽織ったり重ねたり、自由
に着こなしが楽しめる
遠州綿紬のおしゃれ。
〈遠州綿紬〉
・シャツワンピース
・・・・・・・・・・・1 6,200円
・肩掛けポーチ
・・・・・・・・・・・・・・3,780円
《5月3日（火・祝）までの販売》
■本館4階 特設会場

磐田市出身の陶
芸家、山本真理
さんのメロンを題
材にした作品。

浜松が大好きな三人の
作家が立ち上げた吹き
ガラス工房。遠州綿紬の
縞を涼しげなカップに表現。
〈ガラス工房 GGB〉
「TUMUGI」カップ
　　（遠州綿紬コースター付き）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5,400円
《5月3日（火・祝）までの販売》
※最終日は午後5時閉場
■本館7階 
クリエイティブ工房

遠州綿紬
飾り皿作り教室
■4月30日（土）
午後2時から（約50分） ■本館4階 特設会場 ■参加費300円
■先着6名様 ※ご予約・お問合せは、本館4階 婦人服 ＴＥＬ.053（457）5325［直通］まで

要予約 お電話＆店頭受付
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母との仲良し旅、行き先はいつも意見が一致。
計画も「のんびり」がモットーの私達。
旅先でのハプニングも素敵な思い出に
お母さんはいつも私の大切なパートナーだよ。

あす

顔、ボディ、手、足、かかとなど、全身使える保湿
クリームです。人気のディズニー缶や可愛い
デザイン缶などを豊富に取り揃えました。
〈スチームクリーム〉全身用保湿クリーム（75ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,620円《5月10日（火）までの販売》
■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

〈エスティ ローダー〉ピュア カラー リップスティック
（全21色）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円

お母さんをいつまでも若 し々く見せてくれる人気の高
いAラインデザイン。
〈アームボーテ〉㊧レディラインエプロン・・・・8,208円
㊨ローブエプロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円
■本館7階 キッチンテラス

インポートならではの鮮やかなカラーリング。軽さと
クッション性の良さが魅力的なコンパクトなサンダルです。
〈イタリアンシューメーカーズ〉サンダル
（22.5～24.0㎝）各9,504円 ■本館2階 婦人靴

【母の日フェア限定】
5月8日（日）までの期間中、「フルオーダーメイドハーブティ」をご注文
のお客様に、通常初回540円のレシピ作成代を無料にて承ります。

心を落ち着け、優雅な
気持ちを誘うバラの香り
でお母さんをキレイに。
〈エンハーブ〉
ハーブティ
「ローズジュエリー」
（100g当り）・・・・・・3,240円
■新館5階 美容
・リラクゼーション

現代の女性の生き方にあわせた
機能的なおしゃれ割烹着です。
〈Kappo〉割烹着・・・・・・・・・7,560円
■本館7階 エプロン

要予約 お電話＆店頭受付

可愛らしさを残しつつ、大人っぽく控えめな花柄でキッチン
を楽しく華やかにしてくれるアイテムです。

お鍋をテーブルにそのまま出せるデザイン
とカラーバリエーションが特徴。煮物・
揚げ物・炒め物から蒸し料理まで、
幅広くお使いいただけます。
6〈ル・クルーゼ〉
ココット・ロンド
（径約20㎝）32,400円
■本館7階 
キッチンテラス

4〈アフタヌーンティー
・リビング〉
①メジャーリングカップ
セット（200㎖・70㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
②デジタルキッチン
スケール（13.4×17×高さ2.4㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
③大さじ小さじ626円
■新館2階 アフタヌーン
ティー・リビング

ご予約承り〈なだ万厨房〉母の日御膳

〈なだ万厨房〉母の日御膳（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円
《5月6日（金）68日（日）のみの販売、各日50折限り》
■本館地下1階 惣菜※ご予約・お問合せは、TEL.053（457）5424［直通］まで

彩りあざやかなちらし寿司に、人気の西京焼や甘味が
詰まった母の日のお祝いの席にぴったりなお弁当です。

〈荻原〉黒田茜トークショー＆パーソナルカラー診断
～勘違いは損をする！「本当に似合う色」と出会う～

お母さんと一緒に旅行へ出かけよう！トラベルクーポンプレゼント

■4月29日（金・祝）午前11時30分・午後2時（各回約30分）■各回先着5名様■本館7階 エプロン
※お申込み・お問合せは、TEL.053（457）5418［直通］まで

旅のベテランの知恵が光る、リュックにもトートバッグ
にもなる多機能な2WAYリュックです。
〈カナナ プロジェクト〉2WAYリュック
（28×14×高さ26㎝）19,440円 ■本館6階 紳士洋品・雑貨

カラフルな帽子で楽しくお出掛け。ＵＶカット・
遮光機能付き。手洗いも出来ます。
〈ヒロココシノ〉帽子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円
■本館2階 婦人洋品 旅行先でも活躍するエレガントでおしゃれな

アンサンブルです。
〈ロジカ〉アンサンブル・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
■本館4階 ミセスエレガンス

上品なデザインと綿サテンのしなやかな着心
地がうれしい一着。母とお揃いで。 
〈ハナエモリ〉ナイトウェア・・・・・・・・・各12,960円
■本館5階 紳士・婦人ナイトウェア

カラフルで楽しげなプリント柄。旅行先での着
こなしが広がるカットソーです。
〈セシオセラ〉カットソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
■本館4階 ミセスエレガンス

〈エスティ ローダー〉母の日限定
「カーネーション」モチーフモノグラミングサービス
　■5月8日（日）まで ■本館1階 化粧品
  期間中、ピュア カラー リップスティックシリーズをお買上げの
　   お客様に、その場でカーネーションモチーフをお入れする
　   モノグラミングサービスを無料で承ります。

〈ネイルズユニーク〉母娘でネイル

ハンドまたはフットの３つのネイルコースの中からお好きなものを
１つずつお選びいただけます。
※ご利用期限は6月14日（火）まで※ご利用の際にはご予約をおすすめいたします。
※お問合せは、TEL.053（457）5313［直通］まで

〈ネイルズユニーク〉母の日 親子でネイルチケット（２枚セット）8,000円
■5月8日（日）まで ■新館4階 〈ネイルズユニーク〉

私の料理好きはきっとお母さんの影響ね。
学生時代の毎日のお弁当、いつも楽しみだった。
母の日は、私の手料理でお母さんをおもてなしするよ。

遠鉄百貨店お弁当宅配サービス
エンデパお弁当お弁当宅配ご注文受付がホームページからもできるようになりました。

いつも優しいお母さん、その笑顔がこれからも輝き続けますように。
メイクアップだってちょっと冒険しても。ネイルも一緒にネ！
だって、キレイなお母さんは密かな私の自慢なんだよ。

5月2日（月）までの期間中、各階売場にて「母の日ギフト」3, 000円以上お買上げ
の際、ご応募券をお渡しいたします。後日抽選で5名様にお母さんと一緒に旅行
へ出かけられる「トラベルクーポン40, 000円分」を進呈いたします。
※食料品・各階セール品・催会場の特別価格品は除外とさせていただきます。
※詳しくは売場販売員までおたずねください。
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