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誠に勝手ながら2月6日（月）は棚卸しのため、午後6時30分までの営業とさせていただきます。
※新館８階 えんてつホール「アムール・デュ・ショコラ」は通常通り午後7時30分まで営業いたします。 ※本館８階 レストラン街・本館2階 〈星乃珈琲店〉は通常通り午後9時まで営業いたします。

お知らせ

■2月14日（火）まで
■新館8階 えんてつホール
※最終日は午後6時閉場

〈ピエール・エルメ・パリ〉
プティ マスク アール プルミエ
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円

〈チョコフィーノ〉チョコブック
（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

〈BABBI〉バッビーノアソート
（7個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円
《120点限り》

〈ルタオ〉ロイヤルモンターニュ
竹鶴ピュアモルト
（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

〈ショコラティエ パレ ド オール〉
プレミアムモルトショコラ
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
《100点限り》

〈ゴンチャロフ アニマルショコラ〉
アニマルショコラD（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,106円

北海道の人気ブランド〈ロイズ〉。新商品から定番人気チョコレートまで勢揃いいたします。 
〈ロイズ〉スペシャルショップ ■新館8階 特設会場

〈マゼ〉プラズリン（125ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円

〈レニエ ショコラトリー・
セヌフォ〉中津川モンブラン
トリュフ（4個入）・・・・・・・1,296円

新登場

〈シルスマリア〉九平次チョコ
レート（16個入）・・・・・・・・1,944円

〈フーシェ オリンポス〉
オリンポスの煌めきＳ
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

〈ピエール マルコリーニ〉
エクレアセット（2本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円
《100セット限り、お一人様2セット限り》

心踊るような贅沢
なケーキビュッフェ
をイメージしたコレ
クション。2017年
バレンタイン限定
のチョコレートを
詰め合わせました。
〈ゴディバ〉
ビュッフェ ドゥ ガトー
①キープセイク
（5個入）3,996円
②セレクション
（5個入）2, 160円

とびきり
スウィートな
贈りもの。

「Voyage au Japon（日
本への旅）」をテーマに、
日本の素材に刺激を受
けた新作「キョウト」「ユ
ズ・マント」「ユズ・バジリッ
ク」などを、京友禅の老舗
「千總」コラボの限定コフ
レに詰め合わせました。
〈アンリ・ルルー〉
ヴォヤージュ・
オ・ジャポン（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円

日本へのオマージュが
込められた新作コフレ。

①

②
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■2月14日（火）まで■各階で開催
〈ハローキティ×メアリーモア〉
㊧ミニトート（29×9×高さ20㎝）4,104円

㊨コスメティックポーチ
（18×4×高さ12㎝）

・・・・・・・・・・・・4,644円
《2月7日（火）
までの販売》
■本館2階
スペース2

6〈ブリングミー〉トートバッグ
（41×15×高さ26㎝）・・・・9,180円
《2月7日（火）までの販売》
■新館1階 特設会場
※最終日は午後6時閉場

〈ジルスチュアート〉
ジェリーリップグロス
・・・・・・・・・各2,376円
■新館1階 化粧品

42月1日（水）から限定発売
〈ポール ＆ ジョー ボーテ〉
・PJアイカラートリオ（限定3種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円
・コンパクト（限定3種）1,080円
■本館1階 化粧品

4〈ポール ＆ ジョー〉
①フェイスタオル・・・・・・1,512円
②ゲストタオル・・・・・・・・972円
〈ジェフリー・フルビマーリ〉
③ゲストタオル・・・・・・・・・864円
④タオルハンカチ・・・・756円
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

①

③
④

②

■2月14日（火）まで ■新館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

今や世界共通言語になった「Kawaii」。その概念を生み
出したイラストレーター内藤ルネ（1932ー 2007）のグッズを
一堂に取り揃えご紹介いたします。

※最終日は
午後5時閉場

要予約 お電話受付のみ

■2月5日（日）
午前11時6午後3時（約25分）
■イ・コ・イ スクエア3階
■参加費／600円
■協力／CT creation

※ご予約は、新館1階 キャリアインターナショナル
TEL.053（457）6610［直通］まで

2月1日（水）からの販売

〈パティシエ エス コヤマ〉
ダニエルズカカオバウム+
フランボワーズ（1個）1,728円
《120点限り》

2月3日（金）からの販売2月2日（木）からの販売 2月7日（火）のみ、午後3時から
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新発売

金



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。

2月3日（金）は節分
恵方巻特集

■2月3日（金）《1日限り》 ■本館地下1階 食料品

〈ヴォルチュエ〉期間限定ショップ
■2月1日（水）67日（火）

■本館2階 アクセサリー特設会場

アクセサリーと
ジュエリーの良
いところを合わ
せ持つ新感覚
のおしゃれアッ
プアイテムを取
り揃えました。

エレガントなブ
ラックドレスの
セレクトショップ
〈ボニーク〉。
シーンを選ば
ず着こなしを
楽しめる魅力
をご紹介します。

〈なだ万厨房〉まるかぶり恵方巻き（1本）1,296円
●〈古市庵〉遠鉄百貨店オリジナル 直虎巻
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,252円
●〈紅すゞ め〉金運巻（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

今年の恵方「北北西」を向いて丸かぶり。
無病息災を願う巻き寿司を豊富にご用意。

豊かな自然に恵まれた群
馬の美味を多彩に揃え、
ご紹介いたします。

〈タグ・ホイヤー〉タグ・ホイヤー 
カレラ キャリバー ホイヤー01 
クロノグラフ（紳士用、自動巻、ステン
レススチール、ケース径45㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・621,000円

〈メカニケ・ヴェローチ〉エヴォ
リューション44 ラグジュアリー 
クロノ（紳士用、自動巻、チタンIPBコーティ
ング、ブラックダイヤモンド1.34cts、10気圧防水、
ケース径44㎜）・・・・1,620,000円

〈ジラール・ペルゴ〉キャッツアイ 
アヴェンチュリン（婦人用、自動巻、
18金ピンクゴールド、3気圧防水、デイト＆
ナイト表示、スモールセコンド、ケース径
35.4×30.4㎜）3,639,600円

〈クレール〉ハイドロスカフ Ｈ1 
カーボンエディション（紳士用、自動巻、
ステンレススチール・カーボン、C.O.S.C.公認
クロノメーター、パーシャルシースルーバック、
500m防水、ケース径48㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,006,560円

〈ハミルトン〉ブロードウェイ 
オートクロノ（紳士用、自動巻、ステ
ンレススチール、10気圧防水、約60時間
パワーリザーブ、ケース径43㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248,400円

〈カールF. ブヘラ〉マネロ 
ペリフェラル（紳士用、自動巻、ステン
レススチール、55時間パワーリザーブ、クロノ
メーター、ケース径40.6㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・907,200円

〈クストス〉CHALLENGE 
DANI PEDROSA CARBON
（紳士用、自動巻、カーボン×グラスファイバー、
100m防水、ケース41×53.7㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808,000円

〈センチュリー〉ヴェルサイユ
（婦人用、クォーツ、18金レッドゴールド、
サファイア、10気圧防水、ケース20×31㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,458,000円

航海に不可欠な高精度時計を開発し、
世界的な名声をいち早く確立
高機能を備えたダイバーズウォッチやマリーンクロノメーター
など海との深い関わりを持つブランドです。

長い時間をかけて丁
寧に織られた本場の
美術絨毯をご紹介
いたします。

　　　〈ユリス・ナルダン〉㊧ダイバー ポパイ（紳士用、自動巻、
ステンレススチール、ケース径44㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,248,480円
㊨マリーン クロノメーター（紳士用、自社製自動巻ムーブメント［シリシウム
製脱進機搭載］、ステンレススチール、ケース径45㎜）・・・1,296,000円

新登場

〈ミナセ〉ブレスアッセンブル体験
■2月4日（土）・5日（日）各日午後1時・3時
■各回先着5名様
ブレスレット・ケースの組立を通して、〈ミナセ〉ならでは
の精密な加工技術をご体感ください。
※お申込み・お問合せは、TEL.053（457）5408［直通］まで

予約優先  お電話＆店頭受付

新登場

新登場

新登場

同時開催シルクロード美術絨毯展
■本館8階 スペース８

ペルシャ絨毯
（クム、絹100％、80×129㎝）
・・・・・・・・・・・・・・648,000円

TEL.053（457）5533［直通］まで問

〈ヴォルチュエ〉
アコヤパール
・ブレスレット
18,360円から
・ネックレス
31,320円から

〈ボニーク〉
ワンピース
・・・・・・60,480円

〈高崎市／
みるく工房タンポポ〉
飲むヨーグルト（900㎖）648円
『その場で当たる！』
群馬の味お楽しみ抽選会

TEL.053（457）5250［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

〈ボニーク〉期間限定ショップ
■2月1日（水）67日（火）
■本館3階 特設会場

TEL.053（457）5320［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

群馬グルメフェア
■2月1日（水）67日（火）
■本館地下1階 食料品催場

■2月7日（火）まで
《各日200回限り》

全てのパーツを自社開発・製造する
リアル・マニュファクチュール
簡潔な美を極めたグレイン仕上げのダイヤルには品格が漂う、
マイクロローターによる薄型自動巻時計です。腕にぴったり
と馴染む装着性にも優れています。
〈パルミジャーニ・フルリエ〉Tonda 1950（紳士用、自動巻
［自社開発・製造ムーブメントＰＦ701搭載］、ローズゴールド、ケース径39㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,362,500円

驚くべき機構を
隠し持つドレスウォッチ
リューズ一体型のプッシャーを押
すと、2つのパネルが開き、隠され
ていた第2時間帯表示とデイ＆
ナイト表示のウインドウが現れます。

　　　〈メートル・デュ・タン〉
チャプタースリー（紳士用、手巻き、
18金ホワイトゴールド、ケース径42㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200,000円

新登場

お買上げ3,000円ごとに1回
抽選のチャンス！群馬の美味
しいものが当たる！

■2月1日（水）66日（月）■本館8階 催会場 TEL.053（457）5408［直通］まで問
※午前10時6午後6時30分、最終日は午後５時閉場

TEL.053（457）6920［直通］まで問
※午前10時6午後6時30分、最終日は午後５時閉場

■12月17日（日）まで ■本館地下1階 北東入口特設会場
TEL.053（457）5234［直通］まで問

「プレステージウォッチフェア」
ウェブカタログはこちら！
※一部対応していない機種・アプリ
がございます。

各階のご案内 ■2月1日（水）67日（火）

ギャラリー・ロゼ
越前竹人形
（尾崎欽一）

柿渋染・久留米絣
創作服（今尾知子）

バレンタイン
ジュエリーフェア

群馬グルメフェア
（上州餃子、桑茶）

ステラおばさんの
クッキー

（クッキーチョコ）
絵画5人展

食料品催場クリエイティブ工房
大新（節分 福豆）
プラザB-1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4時閉場 ※最終日は午後5時閉場 ※最終日は午後7時閉場 ※最終日は午後7時閉場 ※最終日は午後5時閉場
■2月6日（月）まで

■2月3日（金）まで

■2月14日（火）まで■2月14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 イ・コ・イ スクエア6階

ゴンチャロフ クッカ（ショコラ）
■2月4日（土）614日（火）
セゾン ド セツコ（ショコラ）


