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〈ロイズ〉ポテトチップチョコレート
（190g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777円

〈ロイズ〉
スペシャルショップ

■新館8階 特設会場

〈アンジェリカ〉マロン・抹茶・レーズン
ショコラ詰合せ（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・1,205円

〈パティスリー ラ・ヴェリテ〉
カフェ ショコラ（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

〈フランス料理 タルタル〉オリジナルトリュフ
（6個入）1,296円※賞味期限は約1週間となります。

抹茶の生地
に大納言小
豆を散りば
め、ホワイト
チョコレート
で仕上げた
新作が登場。

芳醇な香り
と極上の口
どけ。フレンチ
の山口シェフ
が手がける
オリジナルト
リュフです。

特別焙煎し
たショコラに
合うコーヒー
豆を使用し
た2種のショ
コラを詰め合
わせました。

北海道の人気
ブランド〈ロイズ〉。
新商品から定
番の人気チョコ
レートまで勢揃
いいたします。 

■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

■2月14日（火）まで■各階で開催

4〈インココ〉貼るだけマニキュア
・・・・・・1,512円《2月14日（火）までの販売》
■本館2階 アクセサリー特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈ラフィア〉・ネックレス・イヤリング
各4,860円《2月14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

2〈4℃ジュエリー〉誕生石ネックレス
㊧（10金イエローゴールド、アメジスト、ダイヤモンド）
㊨（10金イエローゴールド、アクアマリン、ダイヤモンド）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各25,920円
■本館2階 婦人アクセサリー 

8〈ヴァンドーム青山〉①リング
（10金ピンクゴールド、ダイヤモンド）29,160円
②ブレスレット（10金ピンクゴールド、淡水パール、
ダイヤモンド）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円
■本館2階 婦人アクセサリー

4〈キッピス〉①トレイ3,240円
②ペットボトルホルダー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2, 160円
■本館7階 〈クレアテックス〉

8〈ポール & ジョー シスター〉
①ポーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
〈ビーファビュラス〉②ポーチ3,780円
③巾着2,052円 ■本館2階 婦人洋品

■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

4〈キャスキッドソン〉
アジャスタブル
エプロン4,644円
■本館7階 
キッチンテラス

①

①

①

②

②

② ③

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。

（金）のみ
2月10日

（水）から
2月8日

（水）から
2月8日

（木）から
2月9日

日本を代表するショコラティエ・パティシエ
である辻口博啓氏、鎧塚俊彦氏、山本光
二氏、林雅彦氏、白岩忠志氏、高木康政
氏の珠玉のショコラを詰め合わせました。

パティシエセレクション2017ショコラアソート
（ボンボン&トリュフ）（6個入）2,300円《200点限り》

生チョコをベースに
した、とろりとなめら
かなフィリングとタルト
生地が絶妙にマッチ。
〈ca ca o〉
生チョコタルトセット
（6個入）2,268円
《各日50点限り》

自社ファームからの素材を中心に作られた
ボンボンショコラ6種を詰め合わせました。
〈トシ・ヨロイヅカ〉ヨロイヅカファーム 
ショコラ・エクアドル（6個入）・・・・・・・・2,300円
                                         《100点限り》

カオカ社のオーガニックカカオを使用し、しっとり
したショコラの生地でガナッシュを包みました。
〈自由が丘ロール屋〉フォンダンショコラロール
　　　　　　　　　　　　　　　　　   （1本）1,720円《50点限り》

さくさくした歯触りと甘く優しいクリームが絶品
の〈ピエール・エルメ・パリ〉を代表するスウィーツ。
〈ピエール・エルメ・パリ〉マカロン オ 
ショコラ（6個入）・・・・・・2,592円《60点限り》

スイスチョコレートを使用したクルミの入ったクリーム
でスポンジをサンドした人気のケーキ。
〈トップス〉チョコレートケーキ（1台）・・・・・・・1,900円
《各日200台限り》

（土・祝）のみ
2月11日

2月12日（日）
14日（火）6
のみ

自家製の天然椿
酵母を使った「クロ
ワッサン食パン」生
地に、ルタオ人気
No.1のチョコレート
「ロイヤルモンター
ニュ」を入れました。

〈ルタオ〉
ロイヤルクロ
ワッサンリング
（1個）1,080円
《各日30点限り》 （水）から

2月8日

■2月11日（土・祝）614日（火）
※お一人様1部限り

期間中、アムール・デュ・ショコラ会場で
5,000円以上お買上げのお客様、

各日先着250名様に
『2017アムール・デュ・ショコラカタログ』
と『タカシマヤアプリ』に掲載された
2話分を収録したミニコミック
（非売品）を差しあげます。



〈あやの小路〉期間限定ショップ
■2月8日（水）614日（火）■本館2階 スペース2

■2月14日（火）まで
■本館地下1階 〈トミーズ（富澤商店）〉

〈ミキハウス〉フォーマル特集

家具・インテリアフェスティバル

■2月8日（水）614日（火）■本館4階 特設会場※最終日は午後5時閉場

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。

連日休まず、午後7時30分まで営業いたします。各階のご案内

ウィークリースウィーツ 
虹の染め展
（砧工房）
ブラシの平野

（平野刷毛製作所）

創作ちりめん服＆バッグ
（服部芳子）

創作水牛アクセサリー
（工房 桂Kei）

セゾン ド セツコ
（ショコラ）

ゴンチャロフ クッカ
（ショコラ）

HOSOE ART HOUSE 
EXHIBITION
第５回 ほそえ
アートハウス展

第２回浜松市
こどもUD新聞
コンクール作品展

北海道グルメフェア
（真ほっけ開き、ざんぎ）

えんてつ
フードセレクション
（アラビアの真珠、
うなぎ山椒煮）

全国染織物語

食料品催場クリエイティブ工房
ステラおばさんの
クッキー

（クッキーチョコ）

プラザB-1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5時閉場
■2月15日（水）621日（火）■2月15日（水）621日（火）
※最終日は午後7時閉場

※最終日は午後5時閉場
■2月14日（火）まで

良平堂
（いちご大福）

ペック
（イタリアパン）

※最終日は午後7時閉場

■2月15日（水）621日（火）
※最終日は午後7時閉場

■2月14日（火）まで
■2月8日（水）614日（火）

■2月15日（水）621日（火）

■2月8日（水）614日（火）

※最終日は午後4時閉場
■2月8日（水）614日（火）

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
■2月15日（水）620日（月）

※最終日は午後5時閉場
■2月8日（水）613日（月）

イ・コ・イ スクエア6階

本館8階 催のご案内次週 

■2月15日（水）620日（月）
■本館8階 スペース8

予告

■2月15日（水）620日（月）
■本館8階 催会場

貸衣裳大処分市振袖、留袖、訪問着から七五三お祝着まで
特別処分価格で大提供いたします！！

選りすぐったデザイン！見逃せないプライス！バラエティ豊かに揃えて！

上質な暮らしを快適に、美しく演出。
納得のプライスでお届けします。 ※各日午後6時30分閉場、最終日は午後５時閉場

※価格表示のない家具・小物等はコーディネートのイメージです。
TEL.053（457）5397［直通］まで問

※各日午後6時30分閉場、
最終日は午後５時閉場

TEL.053（457）5585［直通］まで問

4〈カリモク〉
・食堂テーブル
（ウォールナット材、165×
90×高さ69㎝、日本製）
・・・・・・・・・201,960円
・肘付食堂椅子
（ウォールナット材、60×
55.5×高さ82.5㎝、日本製）
・・・・・・・・・・・・・69,012円
・肘無食堂椅子
（ウォールナット材、48.5×
55.5×高さ82.5㎝、日本製）
・・・・・・・・・・・・・57,132円

4〈エコーネス〉ストレスレス®
 サンライズＭ（本革、ブナ材、チェア／
　78×75×高さ104㎝、オットマン／57×42×
　 高さ40㎝、ノルウェー製）
             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・318,600円

9〈日本ベッド〉
・シングルベッド
（アッシュ材、99×200×高さ80㎝、日本製）・・・138,240円
・2台で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260,000円
6〈岩谷堂〉3.5尺上小袖付
（ケヤキ・桐材、105×45×高さ85㎝、日本製）278,640円         

※最終日は午後5時閉場 TEL.053（457）5260［直通］まで問
■3月31日（金）まで ■本館5階 こども服

TEL.053（457）5382［直通］まで問

〈全国銘菓〉バレンタイン特集
■2月14日（火）まで ■新館地下1階 全国銘菓

TEL.053（457）5431［直通］まで問

TEL.053（457）5315［直通］まで問

TEL.053（457）5315［直通］まで問

TEL.053（457）5234［直通］まで問

〈トミーズ（富澤商店）〉
バレンタイン製菓材料特集

TEL.053（457）0333［直通］まで問

■2月17日（金）619日（日）
■本館地下1階 お・や・つスクエア特設会場

TEL.053（457）5421［直通］まで問

京都のがま口専門店〈あやの小路〉を期間
限定で販売。遠鉄百貨店先行販売品も登場。 
〈あやの小路〉遠鉄百貨店先行販売
①TAWARA型コスメポーチ・・・・・・・・3,240円
②ショルダーケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,428円
③トラベルポーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,428円
④3.3寸財布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ,728円

素材・縫製・
着用感に
こだわった特別
な一日にふさ
わしい装いを
ご紹介します。
〈ミキハウス〉
【女児】
・ジャケット
・・・・14,040円
・ワンピース
・・・・19,440円
【男児】スーツ
・・・34,560円

※写真はイメージです。

ケーキやチョコレートにぴったりなデコレー
ション材料やラッピングアイテムを900種類以上
取り揃えました。ベルギー・フランス産チョコ
レートの量り売りも開催します。

〈愛媛／一六本舗〉
ひと切れ一六タルト しょこら（1個）・・・・・・・・140円

全国各地の期間限定ショコラ味の銘菓を
取り揃え、ご紹介いたします。

②
③

④

①

全国各地より10種類以上のいちごを
試食を交えご紹介いたします。

■2月8日（水）613日（月）■本館8階 催会場
前期：8日（水）610日（金） 後期：11日（土・祝）613日（月）
一次展：8日（水）・9日（木） 二次展：10日（金）・11日（土・祝） 三次展：12日（日）・13日（月）
※各日午後6時30分閉場、最終日は午後５時閉場※各日ご入場は閉場の30分前まで
■入場料／600円 　■主催／華道家元池坊浜松華進社支部
■後援／浜松市、公益財団法人浜松市文化振興財団、静岡新聞社・静岡放送、
　　　　中日新聞東海本社
■協賛／一般財団法人池坊華道会

■2月12日（日）午後2時（約30分） 
■本館4階 特設会場

「いけばな」の普及のため世界的にご活躍され
ている美佳さんがプロデュースし、10周年を迎える
フォーマルブランド〈フローラルポライト〉にまつわる
話や、生け花への思いをお話ししていただきます。

期間限定ショップ〈フローラルポライト〉

華道家元45世池坊専永の次女
池坊美佳さんトークショー

■2月8日（水）613日（月）本館8階 催のご案内

①①

③

③

②②

④
⑤ ⑥ ⑦

TEL.053（457）5252［直通］まで問
■本館8階 スペース８ ※各日午後6時30分閉場、最終日は午後５時閉場

〈御前崎フルーツファーム
松本農園〉かおり野ほか
（１パック）540円から

婦人洋品・靴・ハンドバッグバーゲン

〈ゴールデンフット〉
ウォーキングカジュアル
　シューズ各種
　 ・・・・・・・・・・・5,400円

ハンドバッグ各種①16,200円②18,360円③5,400円
婦人靴各種④15,984円⑤13,824円⑥17,064円⑦8,424円

①カシミヤ混ストール
各種・・・・・・・・・・・・・3,240円
②〈有名ブランド〉
婦人雨傘各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
③〈マキシン〉婦人帽子
各種・・・・・3,240円から

日替り提供品
8日（水） ●婦人靴下各種3点よりどり

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円《30セット限り》
●〈ゴールデンフット〉ショートブーツ各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《100点限り》

9日（木） ●婦人マフラー各種1,080円《20点限り》
●高級素材財布各種10,800円《10点限り》

10日（金）●〈有名ブランド〉婦人帽子各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《20点限り》

11日（土・祝）●婦人雨傘各種・・・・・・2,160円《30点限り》
12日（日）●婦人折傘各種・・・・・・2,160円《30点限り》


