


期間
限定

ショ
ップ〈ジョーヤ〉

〈ジェミー〉
①トートバッグスモール（30×15×高さ21㎝）7,560円
②タッセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円

〈ジョーヤ〉婦人コンフォートシューズ
（22.5～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円

スイス生まれの膝と腰に優しいシューズ。
期間中、専門スタッフによる足のお悩み相談
や履き心地チェックも実施いたします。アコヤパール3点セット（ネックレス／約9～9.5㎜珠、約40㎝、

イヤリング／約9㎜珠、14金ホワイトゴールド、ペンダント／約9㎜珠、
10金ホワイトゴールド、40㎝）・・・108,000円《3点限り》

フォーマルシーンに欠かせないパールを取り
揃えて特別価格でご提供いたします。

天然染料のみで染め
上げたオリジナル生
地を使い、素材感に
もこだわった創作
婦人服です。

スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの人気
グッズを集めた期間限定ショップです。
人気の陶器作品を中心にタオルやエプロン
など多数取り揃えてご紹介いたします。

〈プチポアン〉マリートート
（40×10×高さ27.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

期間
限定

ショ
ップ〈ジェミー〉期間

限定

ショ
ップ

■3月1日（水）614日（火）
■本館2階 婦人洋品※最終日は午後5時閉場

春のパールスペシャルセール 〈リサ・ラーソン〉
■3月1日（水）614日（火）

■本館7階 キッチンテラス※最終日は午後4時閉場

ホワイトデー限定スウィーツ特集

〈沙羅〉婦人
・綿カットワーク
貝殻虫染めジャケット
・・・・・・・・・・・・・・・・・37,800円
・シルク紬パンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円

4〈バトンドール〉バトンドール
・（カフェ・さくら・シュガー・ミルク）500円
・（リッチストロベリー・リッチ宇治抹茶）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
■新館 特設会場

TEL.053（457）5260［直通］まで問

■3月1日（水）67日（火）
■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

TEL.053（457）5252［直通］まで問

〈沙羅〉期間
限定

ショ
ップ

■3月1日（水）67日（火）
■本館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

■3月1日（水）67日（火）
■本館2階 アクセサリー特設会場

TEL.053（457）5320［直通］まで問

TEL.053（457）5393［直通］まで問

TEL.053（457）5448［直通］まで問
■3月1日（水）614日（火）■本館・新館地下1階 食料品

4〈ルタオ〉
プチショコラ ストロベリー（50g）
864円 ■新館 特設会場

〈プチポアン〉期間
限定

ショ
ップ

■3月2日（木）66日（月）■本館8階 催会場

TEL.053（457）5260［直通］まで問TEL.053（457）5250［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

2〈ステラおばさんのクッキー〉
プレシャスハート（15枚入）1,620円
■新館 〈ウィークリースウィーツ〉

予告

透明感のあるブルーアクアマリンが
主役。アクアマリン×ホワイトゴールドが
上品なイメージを漂わせます。
〈ヴァンドーム青山〉ネックレス
（10金ホワイトゴールド、アクアマリン、ダイヤモンド）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,160円
■本館2階 婦人アクセサリー

裏地の花柄がおしゃれポイント。
UV加工やウォッシャブルなど機能性
にも優れています。
〈ズキン〉婦人帽子・・・・・・・・・・・9,720円 
■本館2階 婦人洋品

今話題のスリッパ型ミュール。
普段使いからパーティにも使
えるデザインを揃えてご紹介。
4〈モモン〉スリッパミュール
（22.0～24.5㎝）
①20,520円②21,060円
③〈イング〉スリッパミュール
（22.0～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・13,500円 
④〈23区〉ミュール
（22.0～24. 5㎝）・・・・・・・・・・・・・17,820円
■本館2階 婦人靴

お花見や旅行などのお出かけシーズン
にぴったりの財布機能がついた
ウォレットバッグと携帯も入るマルチ
ケースをご紹介いたします。
8〈フレームワーク〉婦人
①ウォレットバッグ（22.5×12.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 1,880円
②マルチケース（10.5×17.5㎝）7,344円
■本館2階 婦人洋品

■新館2階 
ヤングセレクション

春らしい彩りのちらし寿司と焼魚、
煮物を詰め合わせた二段弁当です。
4〈なだ万厨房〉はるうらら（1折）1,944円 
■本館地下1階 惣菜

淡い桜色の真薯を桜の葉で巻きました。
〈ヤマサちくわ〉桜香巻（5個入）432円 
■本館地下1階 〈ヤマサちくわ〉

エンデパお弁当お弁当宅配サービス承り中

本館7階 キッチンテラスがリニューアル！

世界限定数500本のダメージデニム
をはじめ定番のスリムストレートシル
エットのジーンズを特集いたします。
4〈AG〉紳士ジーンズ
㊧「THE TELLIS」・・・・54,000円
㊨「MATCHBOX」・・・・35,640円
■新館6階 デニムセレクトフォーメン

どんな着こなしにも
あわせやすいベージュ
のパーカは天気の
変わりやすい春先に
大活躍の一枚です。
6〈べべ〉
・パーカ（90～140㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
・Ｔシャツ（90～140㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円
・スカート（90～150㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円
■本館5階 
ベビー・こども服

虹をイメージした４色セットのアイシャドウ。
みずみずしいツヤがあり、澄んだ
眼差しに仕上がります。
6〈カネボウ〉ルナソル 
カラフルスカイアイズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5,400円
■本館1階 化粧品 

重ねるほど華やかさが増す
アイカラーとひと塗りでみず
みずしく仕上がるルージュ。
4〈アルビオン〉
①エレガンス ヌーヴェル 
アイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円
②エレガンス フレッシュ
セント ルージュ各4,104円 
■本館1階 化粧品 

〈カネボウ〉ルナソル 
メイクアップアドバイス会

■3月4日（土）午前11時6午後7時30分 ■3月5日（日）午前11時6午後6時30分（各回お一人様約15分）
※ご予約・お問合せは、TEL.053（457）0155［直通］まで

要予約 お電話＆店頭受付

〈カネボウ〉メイクアップアーティスト山崎敏之さん
によるお客様一人ひとりに合ったポイントメイクアドバイスをいたします。

繊細な刺しゅうが
施された軽さが
魅力のトートバッグ。
洗練されたデザイン
をお楽しみ
ください。
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4①〈グリーンパン〉ヴェニスプロシリーズ 
フライパンセット（径20・26㎝、2点セット）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円
北欧らしく楽しい柄のポットホルダー。
②〈キッピス〉ポットホルダー1,620円 

こども服フロアからも
春のおしゃれをスタート！

スポーティカジュアルで決める
活動的な春のスタイル。

①

②

オンワードフェア
■3月1日（水）614日（火） ■各階オンワードブランド
期間中、オンワードブランドで32,400円以上お買上げ
のお客様に抽選でプレゼントを差しあげます。

サンヨーフェア
■3月1日（水）614日（火） ■各階サンヨーブランド
春の新作やトレンドアイテムを取り揃えご紹介いたします。

レナウンフェア
■3月1日（水）614日（火） ■各階レナウンブランド
期間中、レナウンブランドで21,600円以上、または紳士
肌着・靴下売場でレナウンブランドを5,400円以上お買
上げのお客様の中から、抽選で30名様に遠鉄百貨店商
品券（2,000円分）を差しあげます。

ワールドフェア
■3月1日（水）614日（火） ■各階ワールドブランド
期間中、ワールドブランドで21,600円以上お買上げの
お客様、先着100名様に遠鉄百貨店スウィーツクーポン
（500円分）を差しあげます。

■引き取り期間／3月8日（水）614日（火）
※各日午後6時30分までの受付
■引き取り会場／イ・コ・イ スクエア3階（本館側）
■引き取り対象品／婦人・紳士・こども服
　（お一人様15点まで）
お引き取りした衣料品1点につき、ワールドブランドにて
5,400円お買上げごとに1枚ご利用いただけるクーポン券
（1,080円分）を1枚差しあげます。
※バッグ、靴などの服飾雑貨、下着類はお引き取り対
象外とさせていただきます。 ※お引き取りした衣料品は
返却いたしかねます。※お引き取りした衣料品はリサイ
クル・リユースいたしますので、事前にお洗濯をお願い
いたします。 ※詳しくは売場販売員におたずねください。

6〈組曲〉
・ブラウス14,040円
・スカート
（セットアップ対応トップス付）
25,920円 

小さめの襟と後ろに入った深めの
ベントが特徴の〈イネド〉25周年を
記念したコート。きれい目のアイテム
と合わせるのが今年らしいスタイリ
ングです。
4〈イネド〉コート・・・・・・・・・・・・・27,000円 
■新館3階 キャリアキャラクターズ

見た目のシルエットの美しさに加え、スト
レッチ性のあるしなやかな履き心地を
お楽しみください。
〈アマカ〉・セーター・・・・・・・・・・・・・・・24,840円
・ロングカーディガン・・・・・・・・・・・・・28,080円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円 
■本館3階 コンテンポラリースタイル

6〈フレーバー・ドレッサー／
ピンキー＆ダイアン〉

・ブラウス・・・・・・・20,520円
・ワイドパンツ・・・・・・・22,680円

■新館3階 キャリアキャラクターズ

桜アイスに手作りの桜蜜をかけてお
召しあがりいただく、春の香りいっぱい
の特製あんみつ。
〈茶寮 伊藤園〉桜あんみつ（1個）750円
■本館地下1階 〈茶寮 伊藤園〉

軽いコーディガンにガウチョパンツを
合わせた今年らしいスタイリング。
〈チャージ〉・コート・・・・・・・・・・・19,440円
・カットソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,360円 
■本館4階 ミセスエレガンス 

強化されたコーティングで耐久性にも優れ、金属性
キッチンツールや食洗機の使用も可能です。

華やかな色合いの「花」をモチーフにした
ゆるやかなＡラインがキュートなエプロン。
6〈シビラ〉エプロン・・・・・・・・・・・・・4,860円　■本館7階 キッチンテラス 
  

超一流テニスプレイ
ヤーであると同時に、
ベストドレッサーとしても
注目されていたフレッド
ペリーが引退後に設立
した月桂樹のマークで
知られる英国のブラ
ンドが新登場。

2〈ポロ ラルフ ローレン〉
紳士レザースニーカー
（25.5～27.5㎝）15,120円
　■本館6階 紳士靴

■新館6階 クロスファッション

東京・南青山
発祥のキラキラ・
セレクト・ブランド
〈ジェミー〉を
期間限定で
ご紹介いたします。

※各日午後6時30分閉場、最終日は午後5時閉場

春らしさあふれる美味しさ揃えて。

こどもの足の
成長をサポート
する機能を備
えたおしゃれなシューズです。
女児スニーカー
①〈ムーンスター〉（15～19㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,2 12円
②〈OSHKOSH〉（15～19㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円
■本館5階 
ベビー・こども服

〈フレッドペリー〉

※写真はイメージです。

〈ゼロハリバートン〉の
カジュアルライン「ゼロ
ニューヨーク」のリュックサック
は軽さと優れた収納力が魅力。
9〈ゼロニューヨーク〉リュックサック
（28×15×高さ45㎝、全4色）21,600円
■本館6階 鞄・旅行用品

マットサテンのバルーンスリーブ
のブラウスとワイドパンツのセット
アップ。モードの中にもかわいらし
さのあるスタイリングに。

ほど良いボリューム感
のトップスに着回しが
きくセットアップドレスの
スカートを合わせた
スタイリングをご紹介
いたします。

①

②




