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8ファンシーアクセサリー
ネックレス各種
・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》

4プラチナダイヤ
モンドピアス（計0.10ct）
・・・・・・・・・・・・9,990円
《10点限り》

紳士ベルト各種
1,080円《50点限り》

日23金
日24土

日25日

日26月
日27火

ファッションをはじめ、選りすぐりのお買得品を豊富に揃えて！

見逃さないで！当日だけのお買得が続々と登場！今すぐチェックを！

紳士
スラックス各種
2本よりどり
・・・・・・・・7,560円
《50セット限り》

紳士カジュアルウェア各種
・・・・・・・・・・2点よりどり5,400円
　　　　　　　《50セット限り》

■　　 9月22日（木・祝）627日（火）■本館８階 催会場

500円均一500円均一 5,000円均一5,000円均一

均一価格特集

　　婦人チェーンベルト
各種・・・・・・・・・・・・・・《40点限り》

〈有名ブランド〉ハンカチギフト
ボックス各種・・・・・《20点限り》

〈ギズモビーズ〉
iPhone5・6
プロテクター各種

ハンドバッグ各種

①淡水パールロングネックレス
（約80㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《10点限り》
②淡水パール・ブラックスピネル
ネックレス（シルバー、約40㎝、
アジャスター約5㎝付）・・・・・・《10点限り》
③琥珀ブレスレット《3点限り》

婦人カットソー各種《100点限り》

遠鉄百貨店オリジナル
婦人カシミヤセーター各種

こども雑貨各種《40点限り》

石鹸・入浴剤
お買得パック
各種

婦人ベルト各種
1,080円《30点限り》

〈ゴールデン
フット〉婦人
スニーカー
各種
3,780円
《200点限り》

〈有名ブランド〉
ファーストフォーマル
セット（アンサンブル・バッグ）
・・・・・・・・20,000円

婦人服5点セット各種
（アウター・インナー・チュニック
ワンピース・ストール・アクセサリー）
　　　　　　　　　9,720円

〈ブラウン〉
マルチクイック
ブレンダー・・・・・4,629円

〈昭和西川〉
羽毛掛けふとん（ハンガリー産ホワイトダックダウン
93%、フェザー7%、1.2㎏、150×210㎝）27,000円

ロングエプロン各種
・・・・・・・・・1,404円《50点限り》

紳士イージーメード
スーツ
2着で60,000円
《10組限り》

ショッピング
キャリー各種

3,024円《30点限り》

婦人靴下
6足よりどり
1,080円

婦人ストール各種2,160円

〈マキシン〉婦人帽子各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

6ワケあり品婦人靴各種
・・・・・2,160円から
《100点限り》

ワケあり品
ハンドバッグ各種
2,160円から
《100点限り》

4〈ゴールデンフット〉
婦人靴各種
・・・5,400円から
《200点限り》

アコヤパールピアス各種（14金ホワイト
ゴールド）・・・3,980円《20点限り》

婦人
カットソー
2点よりどり
3,240円《50セット限り》

婦人チュニック各種3,240円《30点限り》

婦人・カットソー・・・・7,560円
・ガウチョパンツ・・・・8,640円
・アクセサリー・・・・・・・4,320円

こども衣料
・・・・・・・・・・2点よりどり1,080円

㊧女児・カーディガン3,780円
・ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
・キュロット・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
・レギンス・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ,620円
㊨男児・シャツ・・・・・・・・3,024円
・カットソー・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,052円

陶器・漆器・ガラス食器各種
・・・・・・5点よりどり1,080円《100セット限り》

〈ハリオ〉ガラスの
一夜漬け器（径11.6×高さ9.8㎝）
・・・・1,080円《50点限り》

①バスマット各種
・・・・・・・・・・・・・1,080円から
②キッチンマット各種
・・・・・・・・・・・・・1,620円から

ネクタイ各種2,160円

〈有名ブランド〉
婦人帽子各種
・・・・・・・・・2,160円
《20点限り》

〈ゴールデンフット〉婦人
ウォーキングシューズ各種
3,240円《100点限り》

婦人ショルダーバッグ・リュックサック
各種・・・・・・・・・・・・・3,240円《計30点限り》

琥珀ペンダント
・・・・・10,800円《3点限り》

〈大きなサイズの
ユアサイズ〉
チュニック各種
2,160円
《30点限り》

紳士・婦人ナイトウェア各種
・・・・・・・・・3,240円《計40点限り》

若挟塗箸5膳セット各種（木箱入）
・・・・・・・・1,080円《50セット限り》

〈有名ブランド〉綿毛布
（綿100％、140×200㎝）
・・・・・・・・6,480円《20点限り》

ソフトキャリーケース各種
・・・・5,400円《20点限り》

婦人マフラー各種
1,080円《30点限り》

婦人カジュアル
バッグ各種
・・・・・・・3,240円
《30点限り》

①黒蝶パールネックレス
（シルバー、約40㎝、アジャスター
約5㎝付）
・・・7,560円《10点限り》
②18金トルコ石
ネックレス（トルコ石／1.35ct、
ダイヤモンド／0.01ct）
19,980円《3点限り》

婦人セーター各種・・・・・・2,160円
《50点限り》

婦人コート・ジャケット各種
・・・・・・・・・5,400円《計30点限り》

男・女児
ジャンパー
各種
1,080円
《計30点限り》

ワイン
グラス各種
・・・・・・486円
《100点限り》

〈ボンレーヌ〉足に優しい婦人靴
各種・・・・3,240円《50点限り》

婦人カーディガン・カットソー各種
2点よりどり5,000円《15セット限り》

紳士ベスト各種
・・・・・・・・・・・・1,080円《50点限り》

〈有名ブランド〉婦人タイツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円《30点限り》

スカート・パンツ各種
2,160円《計30点限り》

紳士中わたアウター各種
・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》

18金ホワイト
ゴールド
ブレスレット
16,200円
《3点限り》

フランス製
婦人
カットソー
各種
3,240円
《20点限り》

㊧〈有名ブランド〉ウォッシャブル
肌掛けふとん（詰物：ポリエステル100％、
140×190㎝）3,780円《20点限り》
㊨ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
（詰物：フランス産ホワイトダックダウン85％、フェザー15％、
150×210㎝）5,940円《20点限り》

婦人雨傘各種
・・・・・・1,080円
《50点限り》

日替りでお買得！

毎日がお買得！

アイデアハンガー詰合せ
（ブラウスハンガー6本、ワイドハンガー6本、リンクハンガー
12個、パンツハンガー2本、ズボン5本かけハンガー1本、
ベルトかけハンガー1本、ネクタイかけハンガー1本）

4ナイトウェア各種
㊧紳士4,104円㊨婦人5,670円

まとめ買いがお買得
2本10％OFF!
3本20％OFF!
4本以降30％OFF!

①

②

超目玉！

特別価格品

新館オープン
周年記念

オープニングサービス日
木・祝2222

上質なダウン
を使用した
掛けふとん

10点限り

料理の
下ごしらえに
大活躍！

12点限り

バッグもセット
でお買得！

10セット限りコーディネート
されたおしゃれ
なセット！

5セット限り

〈有名ブランド〉
の帽子を
特別価格で
ご奉仕！

20点限り

最終処分価格で
ご奉仕！

計200点限り

石鹸10個入
または

入浴剤20袋入！

計100袋限り

新規出展の
〈有名ブランド〉
この価格は
今回限り！

30点限り衣替えの季節に
大活躍のハンガー
がセットで
お買得！

15セット限り

〈有名ブランド〉
紳士カジュアルシューズ各種

キッチン
雑貨各種 バスチェア&ウォッシュ

ボールセット5,940円
《30セット限り》

二重構造マグカップ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円《50点限り》

①

②

①

②

③

秋冬物が
特別価格で
大奉仕！

20点限り

こども衣料各種
・・・・324円

ハンドバッグ
各種・・・・・・・・・・・・・2,160円《30点限り》

すぐに役立つ
品ばかりを
豊富に！

350点限り

〈有名ブランド〉婦人帽子各種

カシミヤ100%
この品質で
この価格！

200点限り

※最終日は午後5時閉場
各日午後6時30分閉場

多彩なバッグを
驚きの価格で！

30点限り

5
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エンデパ

〈スチームクリーム〉
期間限定ショップ

■9月21日（水）610月4日（火）
■本館2階 婦人アクセサリー特設会場

※最終日は午後5時閉場

〈ピープルツリー〉
期間限定ショップ
■9月21日（水）627日（火）

■本館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場

〈コビット〉期間限定ショップ
■9月21日（水）627日（火）
■新館1階 東入口特設会場

※最終日は午後6時閉場

新館地下1階 ウィークリースウィーツ
〈シーキューブ〉
■9月21日（水）627日（火）

■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

新館地下1階 プラザＢ-1
〈恵那寿や〉

■9月21日（水）610月11日（火）
■新館地下1階 プラザＢ-1

※最終日は午後7時閉場

味の特選会
■9月21日（水）627日（火）
■本館地下1階 食料品催場

〈スチームクリーム〉限定缶
FLAVOR OF LILY by SERI（75ｇ）1,620円

〈ピープルツリー〉
ワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円 〈シーキューブ〉焼きティラミス（8個入）1,296円

■9月26日（月）まで 

プラザB-1

岩手・久慈 琥珀展
（みちのく琥珀）
染絵の服展
（多々良マリ）

京和楽
（おはぎ）
恵那寿や
（栗きんとん）

味の特選会
（牛たんしお味、しば漬）

田辺ヒデキ
元気が出る人形展

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

シーキューブ
（焼菓子）

※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

地球と
いきものたちのまつり
（猫写真展・動物パネル展）

各階のご案内 ■9月21日（水）627日（火）

〈味の牛たん 㐂助〉牛たん（しお味、100ℊ当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
その他の出展
●〈村上重本店〉しば漬 ●〈賀茂とうふ 近喜〉青碧豆腐
●〈イノダコーヒ〉アラビアの真珠 ●〈平山農園〉りんごジュース 
●〈上海餃子〉水餃子 ●〈DON幸庵〉ローストビーフ 
●〈巣林庵 湯葉工房〉くみあげゆば
●〈なかほら牧場〉ソフトクリーム
●〈喜多林堂〉有平糖割板ピーナッツ

小柄な女性のため
のブランド。3号から
7号までのサイズを
ご用意しました。
着丈、袖丈の微調
整も承ります。

顔から手足まで使える全身用保湿クリーム。
豊富なデザイン缶の中からお選びください。

オーガニック
コットンを中心
としたフェア
トレード商品
を取り揃えて
ご紹介します。

看板メニューのティラミスがしっとり、ふん
わりの焼き菓子に。北海道産マスカルポーネ
を使ったスポンジにコーヒーが香ります。

〈恵那寿や〉栗きんとん（6個入）・・・・1,500円

岐阜県恵那市の和菓子の名店〈恵那寿や〉
の代表商品栗きんとんを、期間限定で販売
します。

〈インストアベーカリー ドンク〉
【秋限定】
①鳴門金時とあずき（1個）540円
　②モンブラン（1個）・・・・・・・・280円
　③もちっとかぼちゃナン
    （1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302円
■本館〈インストアベーカリー ドンク〉

〈フォション〉
【秋限定】
①ヴィエノワーズ「ポティロン」（1個）216円
②カンパーニュ・ア・ラ・パタート・
ドゥース・エ・パヴォ（ハーフサイズ）475円
③パン・オ・フィグ（1個）・・・・・・・・・・・・・270円
■新館〈フォション〉

秋限定のパンや、期間限定のパンなど
バラエティ豊かなパンが集う1週間！

■9月21日（水）627日（火） 
■本館・新館地下1階 食料品
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白地に個性的で大胆な
北欧テイストのイラストが
特徴的なマグ＆プレート。

〈ロイヤルドルトン〉
①プレート・・・・・・・1,620円
②マグカップ各1,620円 ■本館7階 和洋食器

フレッシュなローズの香りで肌
の潤いを導くボディミルク。
シアバターのしっとりとした使い
心地で肌を整えます。
〈ロクシタン〉ローズ ベルベッド
ボディミルク（250㎖）・・・3,888円
■本館1階 化粧品

ヒマラヤ山脈の麓から採掘された、ミネラル豊富
なピンクソルトです。南仏グラースから届いた新鮮
な香りに包まれた贅沢バスタイムを。
〈グラーストウキョウ〉
バスソルト（360ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,592円
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

天然アロマオイルをブレンドした、ライフスタイル
に合わせて選べるユニークなブレンドシリーズと、
ディフューザーのセットです。
〈パーフェクトポーション〉アロマディフューザー
選べる精油2本セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,500円
■新館5階 美容・リラクゼーション

優れた温湿効果で発汗作用
を促進。老廃物を流しスリムな
ボディをつくるノンオイル全身用
スリミングジェルです。
〈スピック〉
①「ルセレ」
マッサージジェル
（600ｇ）・・・・・・14,000円
②エコボトル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円
■新館5階 
美容・リラクゼーション

軽井沢で生まれたコーヒー専門店による素材そのものの
持ち味を生かす、独自の焙煎技術によって焙煎された
香り高い高品質のコーヒーです。　
②〈丸山珈琲〉クラシックブレンド・（250g）1,944円・（100g）972円 
■本館7階 キッチンテラス

③〈カリタ〉コーヒーミル
（高さ21㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円
④〈LOLO〉キャニスター
キューブ（高さ11.5㎝）1,944円
■本館7階 キッチンテラス

86モデル着用〈share with 栗原はるみ〉・エプロン7,992円 
・長袖チュニック6,480円・ベイカーパンツ7,992円 

■本館7階 〈share with 栗原はるみ〉

■9月24日（土）・25日（日） 
各日午後2時64時
■本館7階 キッチンテラス
※お問合せは、
TEL.053（457）5393［直通］まで

コーヒー豆の酸化に強い素材を使用。お湯の抜けが良いタテ型
スリットを採用した、コーヒーのフレーバーと特徴を出すための
「高温短時間抽出」に適したフィルターです。
①〈コレス〉ゴールドフィルター C280（高さ8.5㎝）・・・・・・・・・・・・・3,780円

〈ノリタケ〉マグカップ人気投票 ■10月4日（火）まで
期間中、人気マグカップ投票を開催いたします。投票いただいた方の中から抽選で５名様に
〈ノリタケ〉ブレンドコーヒーボトルをプレゼントいたします。

  〈ノリタケ〉
マグカップ1OO選

6〈アフタヌーンティー・リビング〉
①パラレルPOT・・・・・・・3,024円 
②カップ＆ソーサー・・・1 ,5 12円
■新館2階 ヤングセレクション

人気のパラレルポットを
ルームランプに。レリーフ
した35周年の記念ロゴ
が光に浮びあがります。

人気の定番柄や新作、エレガントからカジュアル、デイリー使い
までマグカップを100柄取り揃えました。
〈ノリタケ〉マグカップ㊧ミニブーケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
㊨アールデコ 孔雀・金・・・・・・・・・10,800円■本館7階 和洋食器

ご好評の〈アナスイ〉に新作の寝具
が加わりました。

香り高い珈琲でくつろぐ

秋のティータイムをより豊かに

心地よいマッサージ、心も整える休日の午後

ゆっくりと時間が過ぎる私のリラックスタイム

〈UCHINO〉マシュマロ
ガーゼストライプ
長袖ワンピース
・・・・・・・・・・・・各16,200円
■本館7階 タオル・
バス・トイレタリー

特殊素材「エクスジェル」が
やわらかくお尻を支え、体圧
分散を実現したクッションです。

スペインのセビリアの職人に
よる一人掛けハンモック。
足が伸縮でき、高さを調整す
ることができます。くつろぎの
時間をゆったりとした優しい
揺れとともにお過ごしいただ
けます。
〈KOMFORTA〉
一人掛けハンモック
（スペイン製、115×80×高さ140㎝、耐荷
量約100㎏）・・・・・・・・・・140,400円
■本館7階 タオル・バス
  ・トイレタリー

〈アナスイ〉・掛けふとんカバー
（日本製、約150×210㎝、綿100％）14,040円
・ピローケース
（日本製、約65×45㎝、綿100％）・・・4,320円
※このほかタオル、エプロン、スリッパなども
取り揃えました。
■本館7階 寝装品
アナスイフェア 
■9月27日（火）まで
期間中、〈アナスイ〉商品を
合計5,000円以上お買上げ
のお客様にプレゼントを差し
あげます。

4〈東京西川／ラフロール〉
ふわふわケット（日本製、約140×
200㎝、パイル：綿45％・レーヨン（モダール）
45％・ポリエステル10％、地糸：ポリエステル
100％、シアバター加工）各9,720円 

インテリアに馴染むおしゃれなタオルグッズで、
心地よいリラックス空間づくりを。
〈COCOCi LDK〉①バスタオル・・・3,240円 
②クッション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5, 184円
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

千の花を意味する「ミルフルール」シリーズ。
美しい花柄が食卓に幸せな気持ちを演出します。
〈ジアン〉①ミルフルール ティーポット23,760円
②ミルフルール ティーカップ&ソーサー9,720円
■本館7階 特選洋食器

2〈川島織物セルコン〉
アウルフィット・・・・19,440円
■本館7階 インテリア

カシスやローズをはじめ様 な々ハーブをブレンドした
ハーブティー。芳醇な香りをお楽しみください。

優れた吸湿性と通気性
のガーゼ素材がうれしい
快適な室内着。

〈アフタヌーンティー・
リビング〉ポット型ランプ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
《9月22日（木・祝）発売》

〈コビット〉
・ジャケット
・・・・・・・・・・・・29,160円
・スカート
・・・・・・・・・・・・・18,360円
※ニットは参考商品です。
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　　　　　　〈コレス〉こだわりの道具で
〈丸山珈琲〉をより美味しく楽しもう！

遠鉄ホーム 磐田市見付 美登里町モデルハウス

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 友の会サロン
　9月 1日（木）から 午前10時6午後6時30分

【期間限定】〈気仙沼サンド〉
クリームサンド（プレーン・コーヒー・いちご
・くるみ・ブルーベリー、1個）・・・・各180円
《9月21日（水）625日（日）までの販売》
■本館 北東入口特設会場  

※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。

①
②

〈エンハーブ〉季節限定ブレンド 
ハーブティー カシスボーテ（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・3,240円
■新館5階 美容・リラクゼーション


