
〒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

25 号日2016 12

日本料理の伝統を守りつつ、斬新な世
界料理を追求し続ける〈鳥善〉のエッ
センスが漂うおせちです。■ お渡し日／12月31日（土）午前11時6午後5時 

■お渡し場所／本館8階 催会場 おせち料理お渡し特設会場
※お電話でのご予約のみ承ります。※限定数に達し次第、受付を終了とさせていただきます。
※天候・交通事情等により、販売時間が遅れる場合がございます。※記載の量目につきましては
一応の目安とさせていただきます。

0120-122320

あ
す
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和食一段（約21×21×高さ5㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円《200点限り》

和食一段（約28×19.5×高さ5.5㎝、約2～3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円《70点限り》 洋食一段（約15×15×高さ4.3㎝、約2人前）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,600円《50点限り》

〈北海道／味の匠〉
・子持ち昆布（100g当り）・・・・・1,940円
・いくら醤油漬（100g当り）・・1,398円

〈静岡／DON幸庵〉
サーロインローストビーフ（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円

■あす12月26日（月）631日（土）
■本館地下1階 食料品催場

〈小田原／籠清〉鳳凰（紅・白、1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,900円

〈東京／銀座新之助貝新〉
・田作り（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・918円
・一口昆布巻き（100g当り）・・・・702円
・栗きんとん（100g当り）・・・・・・・・・・・918円

地元の名店、フランス料理〈タルタル〉
特製のテリーヌやサーモンなどを詰め
合せました。

中華一段（約31×24.5×高さ6㎝、約2～3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円《35点限り》

味わい深く煮込んだふかひれや海老
チリ、くらげ冷製、叉焼など初春の祝い
の宴で中華三昧をお楽しみください。

和食一段（約16.5×16.5×高さ5㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円《100点限り》

浜松市天竜区にある料亭による伝統
的なおせち。繊細な技が光る味を丁
寧に詰め合わせました。

洋食一段（約15×15×高さ4.3㎝、約2～3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,500円《70点限り》

ホテルの洋食料理長が監修したロー
ストビーフ、ほたて、サーモンなど選り
すぐりの美味で仕上げました。

和風惣菜で人気の〈まつおか〉自慢の
やさしく炊いたお煮しめ入りです。

和食二段重（約15×15×高さ5㎝、約2人前）10,800円《120点限り》
縁起の良い美味を彩り美しくコンパクトに詰め合わせました。お酒の肴としてもおすすめです。 プレゼント

ご注文のお客様に、〈まつおか〉特製だし巻玉子を差しあげます。
お 渡 し 日／12月31日（土）のみ
お渡し場所／本館地下1階 惣菜〈まつおか〉

新年を祝う美味が本館地下1階に登場。お早めにご準備を。

遠鉄百貨店の

12月26日（月）
27日（火）

あす
あさって

電話予約のみ 2日間限り■ 承り時間／
各日午前10時6午後6時

まだ間に合う！！年内最後、電話でOK!

電話予約のみ

電話予約のみ 電話予約のみ

電話予約のみ 電話予約のみ

電話予約のみ 電話予約のみ



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。

12月30日（金）までは
午後7時30分まで営業。

12月31日（土）は
全館午後7時まで営業。
新年1月1日（日・祝）は

休業日とさせていただきます。

※詳しくはホームページまたは平成29年
1月1日（日・祝）の折込チラシをご覧ください。 エンデパ福袋

「2017年新春福袋」販売のお知らせ
新春福袋は平成29年1月2日（月・振休）から販売します。

〈濱文様〉①てぬぐいはんかち（34×43㎝）540円
②干支フェイスタオル（34×85㎝）・・・・・・・・・540円

遠鉄百貨店特選
ひな人形陳列販売会
■平成29年2月21日（火）まで

■本館5階 特設会場※最終日は午後4時閉場

〈インストアベーカリー ドンク〉
ガレット・デ・ロワ期間限定販売
■12月27（火）6平成29年1月15日（日）
■本館地下1階 〈インストアベーカリー ドンク〉

〈濱文様〉迎春フェア 〈梶謙製磁社〉フェア
■12月31日（土）まで

■本館7階 キッチンテラス
■12月26日（月）6平成29年1月6日（金）

■本館2階 婦人洋品

〈梶謙製磁社〉
①豆皿・・・・・・・・・1,296円②小皿・・・・1 ,620円
③プレミアム豆皿銀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
④プレミアム小皿金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,1 04円
⑤二段ラック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ,944円

〈久月〉収納五人飾り（70×68×高さ71㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248,400円

〈インストアベーカリー ドンク〉ガレット・デ・ロワ
（1ホール、径約20㎝、陶器人形付）・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
※誤飲防止のため、パイの中には陶器人形の代わりにアーモンド
を使用しています。

【遠鉄百貨店オリジナル】
直虎ちゃんネクタイ
6,480円《50点限り》
■本館6階 紳士洋品

来年の干支、酉をモチーフにした手ぬぐい
やタオルなどを豊富に取り揃えました。新年
のご挨拶に最適です。

家運やご縁が
「右肩あがりに
なりますように」
と「右向きの鯛
の皿」。華やか
でめでたい皿
で迎春のテー
ブルを演出して
みてはいかが。

こどもの健やかな成長を願うひな人形をバラ
エティ豊かに取り揃えました。

焼いたパイを切り分ける時、中に陶器人形
が入っていたら幸運を授かると言われてい
るフランスの新年を祝う伝統菓子を特集。

■12月31日（土）まで 
■本館・新館 各階で開催
※各売場でセール除外品がございます。

【井の国千年今昔物語】
「井伊氏とあゆむ 井の国千年物語」
を基に、故 伊藤信次氏の挿絵による
歴史パネルを、井の国史跡・名所の
写真とともにご紹介します。

【直虎ゆかりの地】
直虎ゆかりの地となる奥浜名湖一帯
は、“井の国”と呼ばれてきました。
この地に残る直虎ゆかりの美しい風
景を、今もなお人々の暮らしに息づく
伝承文化とともにご紹介します。

■平成29年1月3日（火）午後2時（約60分） ■本館8階 催会場
※お問合せは、営業推進部TEL.053（457）5234［直通］まで
浜松歴女探検隊がイラストや写真を使って直虎の生涯を分かりやすく
ご紹介します。

引佐地方の名物みそまん。
直虎カラーの限定パッケージ
でご用意しました。
6〈春華堂〉直虎みそまん
（１箱、10個入）・・・・・・・・・・1 , 188円
■新館地下1階 
和洋菓子

新酒らしいフレッシュな香りと、ふくらみ
のある柔らかい口当たりが特徴です。
6直虎の里 新酒生酒
（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,592円
■新館地下1階 和洋酒

光山房 熊谷光夫氏の版画
を使用したメガネふきです。
4メガネ液晶クリーナー
①（大）324円 ②（小）270円
③折りたたみメガネケース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,026円
■本館6階 紳士洋品

直虎ちゃんのイラスト付きコー
スター、使えば運気も上がるかも。
6①直虎ちゃんコースター
②直虎ちゃんと家康くん
コースター・・・・・・・・・・・・・・・各540円
■本館5階 おもちゃ

素材・縫製にこだわ
った国内メーカー協力
のオリジナルネクタイ。
直虎ちゃんの
ワンポイント付。

■12月30日（金）まで ■本館8階 スペース8

　　紳士衣料・雑貨＆
紳士イージーメードバーゲン
歳末

●紳士マフラー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《50点限り》
●紳士手袋各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《50点限り》
●紳士セーター各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》

特別提供品

※最終日は午後5時閉場

6①紳士セーター各種・・・・・・・・・7,560円
②紳士マフラー各種・・・・・・3,240円から

①

②

④

③

⑤

①

②

①
②

直虎にちなんだ品がバラエティ豊かに勢揃いしました。

今年最後のご奉仕価格で男の冬を応援！

※写真はイメージです。

●イージーメードスーツ各種

29,160

①

①

②

②

③

平成29年1月15日（日）から 本館地下1階 北東入口特設会場で開設予告

【ラベル】題字／龍潭寺 前住職 武藤全裕氏 
　　　　版画／光山房 熊谷光夫氏
【製造元】関谷醸造 株式会社（蓬莱泉）
【 杜 氏 】宮瀬直也氏

■12月25日（日）6平成29年1月9日（月・祝）■本館8階 特設会場
※平成29年1月1日（日・祝）は休業日とさせていただきます。※最終日は午後5時閉場 
■協力／中日新聞東海本社、龍潭寺、浜松歴女探検隊 
■監修／井の国歴史懇話会副会長 伊藤八右氏、写真家 鈴木一記氏

井の国千年今昔物語
直虎ゆかりの地 パネル展

円
から

各階のご案内

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。

手打ち刃物
（おやま刃物）
和泉櫛

（田中つげ櫛工芸）

アルデュール
（マカロン） ハンカチ・布

で楽しむ
3Ｄアート展

中日新聞東海本社
夕刊一面シリーズ連載
「音の旅」

杉原商店
（ちびたい焼き）

大新
（遠州昔菓子）
京和楽

（いちご大福）

味じまん
うまいものフェア
（海鮮弁当、牛たん）

グランマーブル
（ラブ マーブル）

おせち大市
（籠清蒲鉾、さつま豚角煮）

有名作家
版画・掛軸
セール

有名産地陶器市 髙野屋貞広
（京の半生菓子）

プラザB-1 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
■12月28日（水）61月10日（火）■12月28日（水）61月10日（火）■12月28日（水）61月10日（火）
※最終日は午後7時閉場

※最終日は午後5時閉場
■12月27日（火）まで

※最終日は午後7時閉場

■12月28日（水）631日（土）

■12月27日（火）まで
■12月25日（日）まで

■12月26日（月）631日（土）

■12月27日（火）まで

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
■12月28日（水）61月2日（月・振休）

※最終日は午後5時閉場
■12月26日（月）まで

イ・コ・イ スクエア6階

本館2階 婦人洋品

本館3階 婦人服

本館4階 婦人服・婦人靴
12月26日（月）スタート

12月26日（月）スタート

〈ジーンズショップ〉

ワイシャツ

12月26日（月）スタート

12月27日（火）スタート

ネクタイ・紳士肌着・紳士靴
12月28日（水）スタート

12月26日（月）スタート
〈ナイガイ〉〈グンゼ〉

歳末セール

　この一年のご愛顧に感謝したお買得アイテムが各階に続々と登場！
本館5階 ベビー・こども服

本館6階 紳士服・紳士雑貨

新館4階 婦人服

新館5階 アウトドア

新館6階 クロスファッション


