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〈なだ万厨房〉楽正月（22.2×22.2×
高さ5.4㎝）・・・・12,960円《100点限り》 
■惣菜

ミニおせち特集 ■本館 ※店頭販売のみとさせていただきます。
お電話でのご予約はご容赦ください。

〈RF1〉迎春美味十五楽膳
（21×21×高さ6㎝、2段）・・・・・・・・・・・7,999円 
■惣菜

〈梅の花〉小梅（16.7×16.7×高さ6㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円《120点限り》 
■個性色色

〈柿安ダイニング〉迎春おせち（18.5×
24.4×高さ7.5㎝）10,800円《50点限り》
■個性色色

〈いとはん〉迎春福雅（17×27×高さ4.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《180点限り》 
■個性色色
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〈なだ万厨房〉
①黒豆（100g）・・・・・・・・・・・1,377円 
②合鴨燻製（200g）2,538円
③栗きんとん（240g）1,836円 
④ほたて旨煮（5粒）・・1, 188円
■本館 惣菜
〈入妻 中村義雄商店〉
⑤あゆ巻（1本）・・・・・・・・・・・・792円 
⑥お正月用紅白海老（70g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
■本館 遠州グルメ
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■12月31日（土）まで
■本館・新館
　地下1階 食料品
        ※写真は調理・盛り付けの一例です。

〈まつおか〉煮しめ（100g当り）648円
《12月30日（金）・31日（土）のみの販売》
■本館 惣菜

〈梅の花〉手まり麩（冷凍、1パック、
12個入）540円 ■本館 惣菜

〈杉野屋〉・のし餅（1升）2,160円
・丸餅（1袋、10個入）・・・・・・・・・・・・・648円
■本館 遠州グルメ

〈築地 奈可嶋〉鯛の塩焼き（1尾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,280円 ■本館 惣菜

〈鈴廣かまぼこ〉
①超特選蒲鉾「古今」鹿の子
（1本、280g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円
②超特選伊達巻「古黄」
（1本、400g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円
■本館 日本の味

〈味商〉子持ち昆布（100g当り）
1,500円 ■本館 塩干・珍味

〈花の舞酒造〉
鑑評会出品酒
純米大吟醸（720㎖）
5,400円《100本限り》
■新館 和洋酒

〈浜松酒造〉
出世城 斗瓶囲い雫搾り
純米吟醸 濱松（720㎖）
3,240円《300本限り》
■新館 和洋酒

〈わらびの里〉
⑦田作り照煮（30g）・・・648円
〈加島屋〉
⑧いくら醤油漬（230g）3,240円
■本館 日本の味
〈柳屋本店〉
⑨数の子（100g当り）1,400円
■本館 塩干・珍味

①
②

1月2日（月・振休）は午前9時30分から営業いたします。 ※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。

12月
31日（土）
1日限りの
販売



エンデパ

〈神戸コロッケ〉華やか海老の
かき揚げ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・464円
《12月30日（金）からの販売》
■本館 惣菜

〈坂角総本舖〉
ゆかり干支ノ箱「酉」
（8枚入×2袋）1,382円

■新館 和洋菓子
■新館 全国銘菓

〈たねや〉菱はなびら
（3個入）・・・・・・・・1,080円

〈千鳥饅頭総本舗〉千鳥饅頭&干支饅頭
詰合せ6個入（各3個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

〈諸江屋〉辻占福寿草
（12個入）・・・・・・・・・・・・・・・648円

〈髙野屋貞広〉
花の宵（12個入）1,080円

〈ダイニング萬來〉さつま豚角煮
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
■本館 食料品催場

〈築地 中島水産〉とらふぐ刺身
（養殖、長崎県産ほか、3～4人前）6,800円
■本館 鮮魚

〈築地 中島水産〉
特上にぎり鮨（1パック、
24貫）・・・・・・・・3,980円
■本館 鮮魚

〈築地 中島水産〉釡茹でたらば蟹
スライス（1パック〈チルド品〉）・・・7,560円
■本館 鮮魚

〈柿安本店〉黒毛和牛肩ロース
すき焼用（100g当り）・・・・・・・・・・・・1,280円
■本館 精肉

〈柿安ダイニング〉
ローストビーフオードブル
（1台）・・・・・・・・・・・・・3,400円
《12月30日（金）からの販売》
■本館 惣菜

〈四陸〉オードブル（1台）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,999円
《12月30日（金）からの販売》 ■本館 惣菜

〈四陸〉ふかひれの姿煮（1パック）・・・・・・・・・・4,860円
■本館 惣菜

■12月31日（土）まで
■本館・新館地下1階 食料品
※写真は調理・盛り付けの一例です。

〈丹沢そば本店〉生打粉十割生丹沢そば
（2人前、120g×2、つゆ45㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
《12月30日（金）からの販売、計400セット限り》
■本館 食料品催場
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〈花惣〉えび天ぷら（1本）・・・・・・・・・・・・・378円
《12月30日（金）からの販売、各日300本限り》
■本館 食料品催場

〈ヨックモック〉プティ
サンクデリス年賀限定
パッケージ（計28個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

お年賀・迎春菓子特集

〈かわもり〉味くらべ
（105g×2袋）・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

〈清月堂本店〉おとし文
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

12月31日（土）は、誠に勝手ながら午後7時までの営業とさせていただきます。
午前10時30分6午後8時
午前 9 時30分6午後8時
午前 8 時30分6午後8時
午前10時6午後6時
午前10時6午後6時30分

午前10時6午後7時30分

午前10時30分6午後7時
午前 9 時30分6午後7時
午前 8 時30分6午後7時
午前10時6午後6時
午前10時6午後6時

午前10時6午後7時

本館8階 レストラン街
本館2階 星乃珈琲店
本館地下1階 サブウェイ
新館7階 白洋舎
新館7階 かじまち眼科
イ・コ・イ スクエア3・4階
イ・コ・イ スクエア4階 ブックポスト

休業日

本館・新館
年末の
営業案内

12月30日（金）営業時間変更のお知らせ 12月31日（土） 新年1月1日（日・祝） お休みのお知らせ
本館5階 パソコン市民講座
新館7階 アフラックサービスショップ
新館7階 シイキ写真館・フォトスタジオアミュー
新館7階 白洋舎
新館8階 SBS学苑
新館9階 浜松市 駅前 市民サービスセンター
新館9階 浜松市立中央図書館駅前分室

12月29日（木）61月3日（火）休講
12月29日（木）61月3日（火）休業
12月28日（水）61月2日（月・振休）休業
  1月1日（日・祝）61月4日（水）休業
12月29日（木）61月4日（水）休苑
12月29日（木）61月3日（火）休業
12月29日（木）61月3日（火）休館

年末年始の遠鉄百貨店駐車場のご案内

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

12月30日（金） 12月31日（土） 新年1月1日（日・祝）

遠鉄百貨店駐車場（第1）

遠鉄百貨店駐車場（第2）

遠鉄百貨店駐車場（第3） 24時間営業

24時間営業

午前9時30分6午後8時
※ご入庫は午後7時30分まで

午前9時30分6午後7時30分
※ご入庫は午後7時まで 休業日

※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。


