


期間限定販売
〈キスコ〉

■10月26日（水）611月15日（火）
■本館2階 婦人靴

　　　　〈ミキハウス〉〈ミキハウス ダブルB〉
「新春福袋」 早期ご予約承り

■11月2日（水）から
■本館5階 ベビー・こども服

■10月26日（水）612月24日（土）
■本館地下1階 北東入口

おせち料理ご予約承り特設会場

〈ツェラミカアルティスティッチナ〉新登場

〈ツェラミカアルティスティッチナ〉
①マグカップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円
②オーブンディッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円
③リンゴポット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,048円
■本館7階 和洋食器

〈キスコ〉①ローファー（22.0～24.5㎝）14,040円
②ショートブーツ（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・・17,820円

素材感を大切にした職人のクラフトマンシップ
が伝わるカジュアルシューズを期間限定で販
売。トラディショナルな中にもトレンド感のあるデ
ザインが魅力です。

　　　　期間限定ショップ
〈デコレーションデザイア〉

■11月2日（水）68日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈デコレーションデザイア〉婦人帽子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各16,200円

デザイナー穂積かおるさんによる帽子ブランド。
自由に楽しくファッションを楽しんでいただける
帽子を期間限定でご紹介いたします。

予告 　　　　期間限定ショップ
〈ヒルズアヴェニュー〉

■11月2日（水）68日（火）
■本館3階 特設会場

予告 　　　 11月2日（水）
〈フィットフィット〉オープン

予告 　　　　11月3日（木・祝）
〈マルスリビングプロダクツ〉オープン

予告 　　　　10月26日（水）から
おせち料理ご予約承り
きょう予告

①

②

〈ヒルズアヴェニュー〉ショートブーツ各種
（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,160円

【展開ブランド】〈マスターウォール〉〈エスティック〉
〈高山ウッドワークス〉〈ハグみじゅうたん〉
■新館5階 〈マルスリビングプロダクツ〉

歩きやすく、やさしい履き心地の〈ヒルズアヴェ
ニュー〉から冬のエレガントなコートに合わ
せたい一足をご紹介いたします。

〈フィットフィット〉インフィニティサイドゴアブーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【期間限定価格】12,852円
■本館4階 ミセスエレガンス

外反母趾などの痛みを軽減するデザインと
美しさを追求した足に優しい靴。ネットで人気
のアイテムが店頭でお試しいただけます。

プレゼント お買上げのお客様、先着100名様にオリジナルシュー
クロスを差しあげます。

〈ミキハウス〉〈ミキハウス ダブルB〉
福袋（男・女児別、90～150㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
※男・女児とも54,000円の福袋にはダウンジャケットが含まれています。
●福袋（男・女児別、80～150㎝）・・・・・・・・・・・・32,400円
※各ブランド・各サイズとも数に限りがございます。なくなり次第終了
とさせていただきます。※お渡しは12月20日（火）から。
※お問合せは、TEL.053（457）5382［直通］まで

心地よい暮らしのための上質な家具をはじめ、
愛着の湧くモノとの出会いを演出するライフ
スタイル提案型の売場が新登場。

ポーランドの陶磁器メーカー〈ツェラミカアル
ティスティッチナ〉が新登場。オーブンや電子
レンジでも使える食器をご紹介いたします。

井伊直虎ゆかりの
地ならではの食材
を詰め合せた
〈ホテルコンコルド
浜松〉特製のおせち
です。

①

② ③

〈ホテルコンコルド
浜松〉特製
和・洋 二段重
・・・・・・・・・・・・50,000円
《50台限り》

※ご予約・お問合せは　　0120 -355131まで

プレゼント

新館オープン5周年を記念した特別イベントも開催！

柔らかいソールによる優しい履き
心地で人気の高いシューズをご
紹介いたします。

〈ジョーヤ〉
■10月26日（水）611月1日（火）

■本館2階 婦人靴
※最終日は午後6時閉場

〈ジョーヤ〉婦人コンフォートシューズ
（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円

大切なペット
の姿を永遠に。
写真から世界
で一枚の肖像
画を制作いた
します。

上質な素材、
仕立てとデザ
インなど販売の
プロが追求した
カシミヤニット。

吟醸造りでしっかりと
低温熟成させた、４５年
ぶりの新商品です。
控えめな中に芯のある、
ライトで飽きのこない
日本酒です。

地元で人気のパティシエたちが
メロンやはちみつなど、地元産素材
にこだわって作った限定スウィーツ。

〈アイピープランニング〉
■10月26日（水）611月1日（火）

■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

〈なだ万厨房〉
■10月26日（水）611月15日（火）

■本館地下1階 惣菜

〈スマテリア〉
■10月26日（水）611月1日（火）

〈アイピープランニング〉
カシミヤストール・・・・・・・・各15,120円

〈トラデュイール〉
■10月26日（水）611月1日（火）

■本館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈ディズニーアート〉
ファンタジーアート＆コレクションフェア
■10月26日（水）611月1日（火）

■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

〈ポーター〉
■10月26日（水）611月1日（火）

■新館6階 特設会場

ペット肖像画受注会＆
ハンドメード猫グッズ販売会
■11月2日（水）68日（火）

■本館5階 特設会場※最終日は午後4時閉場

〈トラデュイール〉
プルオーバー
・・・・・48,600円

豊富なカラーバリエーションのバレエ
シューズを特集。

〈ファルファーレ〉
■10月26日（水）611月1日（火）
■新館1階 東入口特設会場

※最終日は午後6時閉場

〈ファルファーレ〉婦人バレエシューズ
（22.0～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・9,504円から

〈スマテリア〉婦人トートバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円

〈ポーター〉㊧トートバッグ（39×17.5×
高さ36㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円
㊨3WAY ボストンバッグ
（57×24×高さ32㎝）・・・・・・・・・・・・・・59,400円

ウィークリースウィーツ「地元人気パティスリー」特集
■新館地下1階 ウィークリースウィーツ※最終日は各午後7時閉場

〈なだ万厨房〉遠鉄百貨店 新館
オープン5周年記念弁当「紅葉」
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・1,944円《400折限り》
※ご予約も承ります。
TEL.053（457）5424［直通］まで

〈石本酒造〉越乃寒梅
■11月9日（水）から

■新館地下1階 和洋酒

きのこ汁ふるまい会
■10月29日（土）午前11時から
■イ・コ・イ スクエア地下1階
■協力／JA全農長野

〈パティスリー ラ・ヴェリテ〉
■10月26日（水）611月1日（火）
①ほうじ茶と洋梨のシブースト（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475円《各日30個限り》 
〈西洋菓子 卯屋〉
■11月2日（水）68日（火）
②遠州ロール（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円《各日30個限り》 
〈リープリング〉
■11月9日（水）615日（火）
③袋井安田農園のメロンタルト
（1台）・・・・・・・・・・1 ,620円《各日20台限り》 

〈石本酒造〉越乃寒梅
純米吟醸 灑（720㎖）
・・・・1,620円《50本限り》

生産量全国No.1の長野県産
きのこを使用して作った「きの
こ汁」をご用意いたしました。
心も体も温まってください。

えんてつコレクション2016 秋オカリナ奏者 佐藤一美さんと
塚本こなみさんによる
花・緑・音楽トークショー
■11月3日（木・祝）午後2時から（約1時間） 
■イ・コ・イ スクエア3階
※お問合せは、営業推進部TEL.053（457）5234［直通］まで

マドラス協賛
ダンスシューズ〈ＪＡＤＥ〉
×ダンススクール〈ＭＪ〉
ダンスイベント
■11月6日（日）
　午後1時30分から（約1時間）
■イ・コ・イ スクエア6階
※お問合せは、新館6階 メンズキャラクターズ 
TEL.053（457）6851［直通］まで

60歳以上限定の
ファッションショー！
出演される方もご
覧になる方も皆様
が元気いっぱいに
なれるイベントです！ 

A Symphony 
of Colors
（59×48.5㎝）
・・・162,000円

■本館2階 
婦人アクセサリー
特設会場

①

②
③

キャメルの色合いが今年らしいニットコート。
チェックやブルーとの相性もよく着回しでき、
これからのお出かけに便利です。

イタリア製ならではのカラーリング、
迷彩柄であなたらしさが光る
スタイリングのワンポイントに。

〈自由区〉・ニットコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,184円
・ニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,412円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,092円
■新館4階 キャリアエレガンス

〈ヤヌーク〉
・Ｇジャン36,720円 ・シャツ20,520円
〈フランクリン＆マーシャル〉ニット14,904円
〈レッドカード〉パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
■新館6階 〈デニムセレクトフォーメン〉

〈マドラス〉紳士スニーカー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各35,640円
■本館6階 紳士靴 

デニムジャケットにコーデュロイパンツを組み合わせ
た大人の冬スタイル。ホワイトシャツでより上品に。

生地を二重使いにすることで、動きが出る
まとうストール。ストールでもカーディガン
でもないさり気なさを演出。人気のベレー
帽と合わせたおしゃれを楽しめます。
〈ズキン〉ベレー帽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
〈ルナ ルーチェ コンテ〉ストール16,200円
■本館2階 婦人洋品

■11月5日（土）
午後1時・3時（各回約45分）  
■イ・コ・イ スクエア3階
※お問合せは、営業推進部
TEL.053（457）5234［直通］まで

心ときめくスタイリング、おしゃれの冬支度。
新館オープン５周年の感謝を込めて
期間限定ショップや特別限定品をご用意しました。

イタリア人がデザ
インし、カンボジア
で職人によって
手づくりされた
ブランドバッグ。 高い品質を誇る内モンゴル産カシ

ミヤを使用したストール。

膨らみと暖かさを持つ軽い着心地
のニットコート。すっきりとしたパンツ
と合わせてキレイ目スタイリングで。
㊨〈7-IDコンセプト〉
・ニットコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,720円
・ニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,360円
■新館4階 キャリアエレガンス

㊧〈コムサメン〉・コート63,720円
・ニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円
・シャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 4,040円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 ,600円
・シューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 ,320円
■新館6階 メンズキャラクターズ

やわらかであたたかみのある
ジャージ素材。生地をつぎあわ
せる縫製技術で、一重で軽やか
に仕立てました。

アウターは横糸にアンゴラウールを使用し、発色
の良い光沢としなやかな軽量感を表現。トレ
ンドのワイドパンツと合わせて。
〈トランスワーク〉・コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,680円
・カットソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
■本館3階 コンテンポラリースタイル
サンヨーフェア
■10月26日（水）611月8日（火）
■本館・新館 各階サンヨーブランド

今シーズンもショートブーツがトレンド。
国内産からインポートまで様 な々
ショートブーツをラインアップ
しました。この冬おすすめの
スウェードシューズも充実しました。
①〈リーガル〉ショートブーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円
②〈ブリジットバーキン〉
ショートブーツ1 4,904円
③〈ファビオルスコーニ〉
ショートブーツ38,880円
④〈バークレー〉ブーティ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 8,900円
⑤〈イング〉フラットシューズ・・・・1 6,200円
⑥〈ミネトンカ〉カジュアルシューズ1 5,660円
⑦〈メフィスト〉ショートブーツ・・・45,360円
■本館2階 婦人靴

②
①

③

⑤
⑥

⑦④

〈ピエールカルダン〉ハンドバッグ
（29×11×高さ27㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,760円
■本館3階 ハンドバッグ

トレンドのラメ素材を使用。ラメ調のミックス
生地と深い色合いの生地にエナメル素材
の光沢が印象的なハンドバッグです。

〈ユーバイ ウンガロ〉ハンドバッグ
（34×14×高さ24㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,560円
■本館3階 ハンドバッグ

カジュアル感のフォルムに柔らかい牛革
を使用してエレガントさをプラス。

②

①ナイロン部分は、テフロン加工
で雨の日でも安心してお使い
いただけます。
〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
①リュックサック
（30×12×高さ43㎝）・・・・・25,920円
②ショルダーバッグ
（28×9×高さ20㎝）・・・・・・・17,280円
■本館6階
鞄・旅行用品

※最終日は午後5時閉場

期間中、108,000円
     以上ご成約いた
     だいたお客様に
            LENOX社
　　　　製陶磁器
　　　　フィギュアを
　　　　プレゼント！

ペット肖像画（53×45.5㎝）108,000円
※お写真をお持ちください。
※お渡しまでに約3週間かかります。




