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あさって
から開催！

婦人靴

ハンドバッグ

婦人アクセサリー

本館2Ｆ

婦人服
本館3Ｆ

婦人服
本館4Ｆ

ベビー・こども服
本館5Ｆ

ナイトウェア
本館5Ｆ

紳士服・紳士雑貨・メガネ
本館6Ｆ

リビング
本館7Ｆ

婦人服
新館1Ｆ

ゴルフウェア・アウトドア
新館5Ｆ

新  館本  館

紳士服・婦人服
新館6Ｆ

婦人服
新館4Ｆ

婦人服 大きなサイズのユアサイズ

婦人服 小さなサイズのパールサイズ

婦人服
新館2Ｆ

婦人服
新館3Ｆ

●イージーメードスーツ各種・・・・・・20%OFF
●ワイシャツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・30%OFFから
●スーツケース・トラベルバッグ各種20%OFFから
●紳士靴各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%OFF

●敷物各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFFから
●バス･トイレタリー各種・・・・・20％OFFから
●タオル各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFFから
●テーブルファブリック各種30％OFFから
●サングラス各種 20％OFF※一部除外品あり
●夏きもの各種・・・・・20％OFF※一部除外品あり ●婦人インポートジーンズ各種30％OFF

●紳士・婦人ナイトウェア各種・・・30%OFF

■7月1日（金）610日（日） 
■応募箱設置場所
　／イ・コ・イ スクエア3階
期間中、本館・新館 1～7階にて1回の
お買上げ金額が5,000円以上で1枚
応募用紙を差しあげます。抽選で
500名様に後日賞品を差しあげます。
【特賞】遠鉄百貨店商品券
　／100，000円分    1名様
【A賞】遠鉄百貨店 喫茶・レストランクーポン券
　　　　 ／10，000円分     10名様
【B賞】遠鉄百貨店スウィーツクーポン券
　　　        ／500円分 489名様

●〈有名ブランド〉婦人帽子各種・・・・・・・・・・・・・・30％OFF
●〈有名ブランド〉婦人靴下各種・・・・・・・・・・・・・・30％OFF
●〈有名ブランド〉スカーフ・ストール各種30％OFFから
●〈有名ブランド〉婦人財布各種・・・・・・・・・・・・・・30％OFF
■本館2階 婦人洋品

●紳士財布・革小物・ネクタイ・ベルト各種30％OFF
●紳士肌着・靴下・リラクシングウェア各種30％OFF
■本館6階 紳士服・紳士雑貨

先行クリアランス 本館・新館各階で開催中！
●パールアクセサリー各種・・・20～30％OFF
●18金・プラチナアクセサリー各種20％OFF
■本館2階 婦人アクセサリー

■新館6階 
紳士服・婦人服

■新館5階 
スポーツ

■本館5階 ベビー･こども服
■本館5階 おもちゃ

●〈ハウスウェアスタジオ〉リラクシングウェア
各種・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFF ■本館3階 婦人服

●エプロン各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFFから ■本館7階 リビング

抽選で500名様に当たる！！

〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001  ○営業時間／午前10時6午後7時30分 ○本館8階レストラン街 午前10時30分6午後9時



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。

〈スルシィ〉①ラフィア帽子・・・・・・・・・・・・8,640円
②ラフィアバッグ（27×17×高さ35㎝）・・・12,960円

〈スルシィ〉期間限定ショップ
■6月29日（水）67月5日（火）

■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

■本館4階 ブラックフォーマルサロン

天然素材の
ラフィアを使
用した夏に
ぴったりのバ
ッグや帽子な
どをご紹介し
ます。

肌触りが爽やか
な接触涼感素材
を使用。通気性
にも優れ、ひん
やりとした着心地
のフォーマルワン
ピース。ご家庭で
洗濯もできます。

〈ゼスプリ〉・グリーンキウイ（1バケツ、10個入）
・ゴールドキウイ（1バケツ、8個入）・・・・・・・各1,080円

夏の婦人服バーゲン
■6月29日（水）67月5日（火）本館8階 催のご案内 ※最終日は

午後4時閉場

今すぐ役立つおしゃれアイテムをお買得価格で！

日替り提供品

深みを極めたプレミアム
ビールをはじめアサヒの人気
ビールの飲み比べが楽し
めるセットです。

昔ながらの伝統製法で
つくる手延べ素麺です。
喉越しのよさが特徴の
美味をお世話になった
あの方に。

〈アサヒ〉アサヒビール
5種セットBV066095
〈APV-5〉・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
（スーパードライ・ドライプレミアム豊醸・
ドライプレミアム豊醸 涼みの香り・ドライプレ
ミアム豊醸 華やぐ6種ホップ・ザ・ドリーム
各350㎖×4）

〈池利〉三輪素麺・
めんつゆ詰合せ
BR063100〈TGA-30S〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
（三輪素麺50ℊ×16、つゆ150㎖×2）
送料378円 送料無料

・チュニック・・・・・・・・・7,560円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

6月29日（水）
●デザインTシャツ各種
・・・・・・・・・・・・・2,160円《30点限り》
6月30日（木）
●チュニック・カットソー各種
・・・・・・・・・・・・2,160円《計30点限り》
7月1日（金）
●ブラウス各種
・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》
7月2日（土）
●ブラックフォーマルウエア
各種21,600円《15点限り》
7月3日（日）
●ブラックフォーマルバッグ
各種・・・5,400円《15点限り》

ブラックフォーマル
～ウォッシャブル特集～

〈ゼスプリ〉キウイフルーツ
試食販売会

〈シャルダッソー〉
ワンピース
・・・・・・・・・・・52,920円

新館5階 東急ハンズ トラックマーケット

①

②

■7月2日（土）・３日（日）2日間限りの販売
■本館地下1階 お・や・つ スクエア特設会場

〈hands+（ハンズプラス）〉
フロントオープンスーツ
ケース（39×24×高さ51㎝、
約3kg、38ℓ）・・・・21,492円

スーツケースを立てた
まま前面から荷物
の出し入れができ
ます。機内持ち込み
対応サイズ。

この夏、
ハンズで旅支度。

チュニック各種2点よりどり
・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《15セット限り》

■スペース8

●ブラックフォーマルアンサンブル
各種・・・・・・・・・・・・・・・32,400円から

〈ブラックフォーマル特集〉

※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。

抽選で120名様に当たる！
「遠鉄百貨店・テレしず共同企画」

遠鉄百貨店で初めて贈る
夏のギフトキャンペーン

期間中、対象商品お
買上げの際に差しあ
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。

本館８階 ギフトセンターを
初めてのご利用で、10,000円
以上お買上げのお客様に
差しあげます。

〈資生堂パーラー〉ビューティー
プリンセス1本プレゼント！

2016夏のギフトプレゼント
キャンペーン

●1等／遠鉄百貨店商品券5,000円分《20名様》
●2等／夏のギフト人気商品《100名様》

■7月5日（火）まで

主催／静岡朝日テレビ　
企画制作／テレビ朝日、テレビ朝日映像　
後援／UNICEF東京事務所

※最終日は午後5時閉場、入場は閉場の30分前まで
■新館8階 えんてつホール

■　　　　　 7月5日（火）まで

無料小学生
以下400円中・高

・学生600円一般

クーポン画面ご提示で
または

カードご提示で
●えんてつカード会員様（ご本人様）
●えんてつ百貨店友の会会員様（ご本人様）

午前10時6午後6時30分

入場料

「障がい者手帳」をご提示いただいたご本人様、な
らびにご同伴者1名様まで入場無料とさせていただ
きます。

「徹子の部屋」静岡朝日テレビ 
毎週月曜～金曜 正午 放送中

100入場料 円
引

本館８階 夏のギフトセンター開設中
■7月18日（月・祝）まで※最終日は午後5時閉場

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

または
※お支払いは、現金または商品券に限らせて
いただきます。（一部10％OFF対象外の商品
券がございます。）※10％OFFはお買上げ合計
2,160円以上の場合となります。

ポイント

ポイント専用カードはポイント5倍

※お支払いは、現金または
商品券、えんてつカードによるクレジット
支払いに限らせていただきます。

送料・ポイントなど特典いっぱいのお得なギフト、約570点を厳選！

遠鉄百貨店LINE@（ラインアット）やってます！
各階の最新情報や、クーポンなどの
おトクな情報をお届けします！
ぜひ、「友だち追加」をしてください。

「友だち追加」は
こちらから。
※一部対応していない機種・
アプリがございます。

※一部対応していない機種・
アプリがございます。

Q
R
コ
ー
ド

（ドリンクタイプのジュレデザート）

好評開催中！

ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素
が豊富なキウイの試食販売をいたします。

各階のご案内 ■6月29日（水）67月5日（火） 

ギャラリー・ロゼ
帽子コレクション
（マドモアゼルレイコ）
創作古布衣料
（いろはや）

竹内琥衆
「京瑠璃トンボ玉」展

青森・岩手・秋田
のうまいもの会
（虎鯖棒すし、
秋田おばこみそ）

三州三河屋
（いか焼きせんべい）

ポルトガル
刺繍展

食料品催場クリエイティブ工房

ポール
（フランスパン）

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 ※最終日は午後5時閉場
■７月４日（月）まで 

本館7階 本館地下1階 新館地下1階 新館地下1階 イ・コ・イ スクエア6階

遠鉄百貨店 第3駐車場のご案内
■24時間営業 ■駐車料金／30分100円
■平日限定／午前6時6午後6時 最大1,000円
■夜間限定／午後6時6翌午前6時 最大500円

第3駐車場
経路

第1・第2駐車場経路第1・第2駐車場経路

アップ・オン
第3
駐車場

※詳しくは売場販売員に
　おたずねください。

※優待サービスの併用はいたしかねます。


