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〈宮城/菓匠三全〉萩の月
（1箱、5個簡易箱入）・・・・・・・・・・・・831円
《300箱限り、お一人様2箱限り》

〈東京/亀十〉どら焼き
（あん・白あん、1個）・・・・・・・・・各325円
《計300個限り、お一人様5個限り》

〈福島/三万石〉
　ままどおる
　　（1袋、5個入）
　　　・・・・・・・・432円
　　《150袋限り、
　　お一人様
　　2袋限り》

ミルクとバターたっぷりの煎餅や
北海道産小豆を使ったパイなど
北海道銘菓を取り揃えました。

良質のそら豆を
使用し大正3年
の創業時と変わ
らぬ製法で作る
人気の豆菓子です。

上品な香りと素朴
な風味が特徴。
徳島の鳴門金時
を使用しました。

白・青・赤・黄・黒の宮中五彩色を表現した
縁起物として親しまれている豆菓子です。
〈京都/豆政〉夷川五色豆（125ｇ）・・・・・・・・432円

菓子処として有名な出雲
松江の名店。ふっくらした
求肥に薄緑の寒梅粉を
つけた「若草」は〈彩雲堂〉
の代表銘菓です。 
〈島根/彩雲堂〉
若草（3個入）・・・・・・・・・・・432円

米飴と水飴を白く練り、くま笹に
挟んだ笹飴です。笹の香り
が旅情を誘います。
〈新潟/高橋孫左衛門〉
笹飴（10枚入）・・・・・・・・・・・378円

創業当時の屋号「玉穂堂」という原点
に帰って作り上げたお煎餅は、ふんわり
サクサクなのに味わいしっとり。新しいの
にどこか懐かしい煎餅です。
〈岐阜/田中屋せんべい総本家〉
㊧玉穂堂ピーナツ煎餅（60ｇ）・・・・・400円
㊨玉穂堂まっちゃ煎餅（45ｇ）・・・・・・324円

しなやかな肌触り、ほんのりとした
甘さ。一枚一枚が口の中でふん
わりととろける福井の銘菓です。
〈福井/松岡軒〉羽二重餅
（20枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・735円

時代を超えて愛される老舗の名品、特産品を活かした
地方ならではの銘菓、四季の甘味などをご紹介。

8/25（木） 新館地下1階
〈全国銘菓〉オープン！

〈長崎/藤田チェリー豆総本店〉
・ラッキーチェリー豆・うに豆・カレー豆・のり豆（1袋）各378円
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〈徳島/栗尾商店〉
㊧すなじきんとき（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
㊨なると渦きん（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円
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甘酸っぱく濃厚でワイン
のような深い味わいの
芳醇な山ぶどうの味と
香りをお楽しみください。
〈秋田/菓子舗榮太楼〉
さなづら（8枚入）・・・840円

ハンズならではの良いモノがお買い得価格で勢揃い！ ■8月25日（木）631日（水） 
■新館5階 東急ハンズトラックマーケット

リニューアルオープン
特別セット（1セット、6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
《100セット限り》

太陽の恵みをたっぷり受けた
ドライフルーツとナッツの専門
店が装いも新たにリニューアル。

■本館地下1階 〈プログレ〉

〈プログレ〉8月31日（水）
リニューアルオープン！ 

〈茶寮 伊藤園〉8月31日（水）
オープン！

〈まい泉〉8月25日（木）オープン！

【オープニングサービス／9月6日（火）まで】
ソフトクリーム各種（抹茶・ほうじ茶・ミックス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
●お楽しみ袋・・・・・・・・・1,500円《50点限り》

■本館地下1階 〈茶寮 伊藤園〉

■本館地下1階 惣菜
日本の伝統「茶文化」を様々な
スタイルで楽しめるイートイン
スペースが新登場！

箸で切れるやわらかな「とんかつ」
と「ヒレかつサンド」でお馴染み東京
青山のとんかつ専門店がオープン！

●特製ヒレカツ（1枚）・・・・・・・・・・・・・・777円
【オープニングサービス／8月28日（日）まで】
●ミックスサンド（ヒレ・エビ・メンチ、1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円《各日50折限り》
●黒豚ミニメンチバーガー（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円《各日100個限り》
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《全国銘菓オープニング記念》 選りすぐりの銘菓を日替りでご用意いたしました！特別日替り限定品

〈神奈川/鎌倉紅谷〉
クルミッ子（1箱、8個入）1,166円
《100箱限り、お一人様2箱限り》

〈京都/出町ふたば〉豆餅
（1パック、3個入）525円《正午からの
販売、200パック限り、お一人様2パック限り》

〈浜松/巌邑堂〉遠鉄百貨店限定
秋のあんみつ（1個）・・・450円
《100個限り、お一人様2個限り》

●〈山梨/桔梗屋〉桔梗信玄餅（1袋、6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・987円《30袋限り、お一人様1袋限り》

発売以来六十余年を数える代表銘菓。職人が今も変わ
らぬ製法でじっくりと蜜漬け。豆芯までしっとりと甘みを
含ませた東京名物の甘納豆です。
〈東京/花園万頭〉ぬれ甘なつと（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

バター風味の皮に白餡、
刻んだレーズン餡の
入った焼菓子です。
〈大分/ざびえる本舗〉 
　　　　　ざびえる
（白餡3個、レーズン餡2個入）  
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・432円  

〈北海道/千秋庵〉
①山親爺（5枚入）・・・・・・・・・・・・・・・280円
②ノースマン（5個入）・・・・・・・・・・885円
③プーチャンバター飴（小缶）480円

全国各地から選び抜いた銘菓が一堂に。
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※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。

※最終日は午後5時閉場8階 催のご案内次週 

〈メフィスト〉
①パンプス（22.5～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,608円
②婦人コンフォートシューズ（22.5～24.5㎝）45,792円 ※9月中旬発売

きょう8月25日（木）本館4階
〈イビサ〉リニューアルオープン■本館2階 婦人靴

〈ヒルズ アヴェニュー〉
婦人コンフォートシューズ
（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・各19,980円
《8月25日（木）630日（火）までの販売》

大人のエレガンスと優しい履
き心地、どちらも満足させる婦
人靴です。

1956年にフランスで創業。
自社工場で熟練職人が
伝統技法で作り上げる
婦人靴です。

昭和3年創業の東
京・葛飾のブランド。
手作りの温もりあふ
れる婦人鞄を取り
揃えご紹介します。

家具素材となる木材の選
定、高度な乾燥技術、美し
く優れた加工・デザイン。耐
久性や安全性にもこだわり
が光る家具ブランドです。

創業以来人気の、リクライニングとロッキングの機能を備えた
チェア。シートと背もたれの形が適切な位置で体を包み込み、
日常にリラクゼーションタイムを提供します。

〈イビサ〉遠鉄百貨店オリジナル
2WAYハンドバッグ（30×12×高さ18㎝）36,720円
■本館4階 ミセスエレガンス

革の個性を大切に、国内で手作りハンドバッグ
を製造している〈イビサ〉がリニューアル。

■9月1日（木）612日（月）
■本館8階 スペース8

秋・冬もの 紳士・婦人
イージーメード特別販売
【同時開催】オーダーワイシャツ特別販売

●スーツ各種お仕立て上り

※女性フィッターが採寸いたします。お気軽にご相談ください。

35,640円から
37,800円から

上質な暮らしをさらに快適に、美しく演出。納得のプライスでお届けします。
※最終日は午後5時閉場 ※価格表示のない家具・小物等はコーディネートのイメージです。
※写真のカラーは一部参考です。

■8月25日（木）630日（火） ■本館8階 催会場家具・インテリア フェスティバル
ワンランク上の快適さを手に入れる!今だけの特別価格特別提供品

秋のおすすめメニュー

夏もの衣料・雑貨最終処分市
紳士・婦人・こども服から雑貨まで、まとめ買いのチャンス！ 国内縫製で仕立てる着心地をぜひこの機会に。

■本館8階 催会場・スペース8
■9月1日（木）65日（月）

※写真は
イメージです。

●婦人カットソー各種・・・・・・・・・・・・1,080円から

●婦人カゴバッグ各種・・・・・・・・・5,400円から

●女児ワンピース・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円から

●ワンピース各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から

●婦人靴各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から

●紳士半袖カジュアルシャツ2,160円から 婦 人

紳 士

プレゼント
上記ハンドバッグをお買上げのお客様にプレゼントを差しあげます。

〈中澤鞄〉期間限定ショップ
■8月25日（木）630日（火）
■本館2階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈中澤鞄〉婦人
ショルダーバッグ
［渚のパイナ・
プリンセス］
（28×10×高さ29㎝）
・・・・・・・・・・・・・・31,320円

婦人靴売場リニューアル1周年記念フェア

婦人靴をお買上げのお客様、
先着500名様に〈中澤鞄〉
革小物を差しあげます。

特別プレゼント

新登場 期間限定

アクセントラグ
（サウジアラビア製、
ポリプロピレン100%、
200×200㎝）
・・・・・・10,800円
《20点限り》

スリットスリムシングル
ベッド（日本製、99×200×
高さ73.5㎝）138,000円

（日本製、6.5インチ片面ピロートップ、
98×205×高さ85㎝）・・・・・・・・・・・350,000円

アドリアⅡ（イタリア製、2.5人掛け
ソファ総本革張り、187×96×高さ89㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194,400円

ストレスレス®マジックM（ノルウェー製、80×77×高さ101・111㎝〈2段階調整可〉
／55×51×高さ43㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・554,040円

・食堂テーブル（日本製、ウォール
ナット材、180×90×高さ69㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243,000円
・食堂椅子（日本製、ウォールナット材、
55.5×56×高さ76.5㎝）83,592円
・ベンチ（日本製、ウォールナット材、
180×57×高さ73.5㎝）171,504円

〈カリモク〉

〈エコーネス〉

〈ニコレッティ〉

〈シモンズ〉シングルツインセット

〈日本ベッド〉

〈千代田ラグス〉
・遮光ドレープカーテン
（ポリエステル100%、200×200㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,854円
・遮熱レースカーテン
（ポリエステル100%、200×200㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,985円

〈川島織物セルコン〉

■本館8階 スペース8 ※最終日は午後5時閉場

■8月27日（土）午後2時64時

同時開催 渡辺宏パステルアート展

作家来場サイン会

■9月25日（日）まで 
■本館屋上（雨天中止）
※午後5時6午後9時30分
（午後9時オーダーストップ）
■大人（高校生以上）3,800円 
　小・中学生/1,500円   
　未就学児/無料
ご予約・お問合せは
TEL.053（457）5560［直通］まで

「あーんして」（技法／ジクレー、35×40㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,264円
優しさと温かさにあふれたパステルアートを特集いたします。

①

②

イベント
サイン会開催時までにお買上げいただいた作品にサインをお入れいたします。

●スペアリブ
（お一人様1本限り）

営業・ご利用時間変更のお知らせ ■イ・コ・イ スクエア3階・4階／8月25日（木）から 午前10時6午後7時30分  ■新館7階 友の会／9月1日（木）から 午前10時6午後6時30分

各階のご案内

ウィークリースウィーツ 
オストリッチバッグ
（ヘライファーム）
パッチワーク&ニット
（アトリエ洋子）

甲州水晶貴石細工
（土屋華章製作所）

イージーオーダーシューズ
（サカエブロス）

~花と風景に魅せられて~
油絵と押し花・

レカンフラワー姉妹展

佐鳴湖自然作品展
“カルチャアFes！”

（佐鳴湖…そこは自然の宝箱…）

えんてつフード
セレクション

（あなご一本巻き寿司、守口漬）

味の逸品会
（栃尾あぶらげ、
房総さいぶのひじき）

～大島紬を楽しむ～
重田忍 創作展

泥と藍 竹林和美 
染色作品展

食料品催場クリエイティブ工房
北海道フルーツ
ポエトリー

（ひとくちゼリー）

プラザB-1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4時閉場 ※最終日は午後5時閉場
■8月31日（水）69月6日（火）■8月31日（水）69月6日（火）■8月31日（水）69月6日（火）
※最終日は午後7時閉場

※最終日は午後5時閉場
■8月25日（木）630日（火）

銀座イリナ
（ミニロールケーキ）

和（落花生）
杉原商店

（ちびたい焼き）

あもや（いときり団子）
ほまれや（たいやき）

※最終日は午後7時閉場

■8月31日（水）69月6日（火）
※最終日は午後7時閉場

■8月25日（木）630日（火）■8月25日（木）630日（火）

■8月31日（水）69月6日（火）

■8月25日（木）630日（火）■8月25日（木）630日（火）

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
■8月31日（水）69月5日（月）

※最終日は午後5時閉場
■8月25日（木）629日（月）

イ・コ・イ スクエア6階


