


※食料品の各種ご優待、えんてつカードのポイント付与およびポイントでのお支払いは除外とさせていただきます。 ※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を中止する場合もございます。 ※写真は調理・盛り付けの一例です。

岩崎本舗〈長崎県長崎市〉
ふわっ！とろっ！じっくり煮込んだ豚
の角煮を口どけの良い生地に
　はさみ込みました。
　8長崎角煮まんじゅう（1個）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円

キャメロン〈京都府京都市〉
京都牛A5等級ステーキ弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

八天堂〈広島県三原市〉
くりーむパン各種（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210円から

マックスブレナー〈東京都港区〉

ニューヨークで人気のチョコレートバー〈マックス ブレナー〉。ミルクと
ホワイトチョコレートにトーストしたマシュマロをトッピングしたピザが登場！
8チョコレートチャンクピザ・（1ホール）2,300円・（スライス）450円

藤菜美〈京都府京都市〉
わらび餅3色詰合せ（きな粉・抹茶・
黒糖、1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

実 演 実 演

実 演

厚岸漁業協同組合〈北海道厚岸郡〉珍味・蟹
三葉製菓〈北海道旭川市〉黒豆茶・かりんとう
北のダイニング縁〈北海道帯広市〉行者ニンニク餃子
清起商店〈新潟県長岡市〉越後寒風干し塩引鮭
北前船のカワモト〈福井県敦賀市〉太白おぼろ
仙台佐藤フーズ〈宮城県登米市〉伊達の梅ひじき
角英〈大阪府箕面市〉豆腐お好み焼き
味のめんたい福太郎〈福岡県福岡市〉辛子明太子・めんべい
松尾コーヒー〈長崎県長崎市〉ビーンズしょくらあと
谷口海産〈鹿児島県志布志市〉きびなご一夜干し
具志堅商店〈沖縄県沖縄市〉黒糖アガラサー

掲載品以外の出店

※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

遠鉄百貨店と「友だち」のお客様に
「まるごとイチオシ全国味の大祭典」
でご利用いただける

■3月15日（水）617日（金） 
■本館8階 中央ひろば

各日午後4時
67時30分

長尾
中華そば
〈青森県青森市〉
煮干し出汁が効いた
青森のご当地ラーメン。
どこか懐かしい味わいを
作りたてでお楽しみください。

叙々苑 六本木本店 
〈東京都港区〉
芸能界の「ロケ弁」としても有名な
「焼肉弁当」。冷めても美味しい
ようにタレに長年の工夫が。
叙々苑焼肉弁当（1折）
1,800円

をかし楽市〈東京都荒川区〉
粋あられ各種（1袋）・・・・・・・389円

王府井
〈神奈川県横浜市〉

■3月15日（水）621日（火）■本館8階 催会場 ※最終日は
午後4時30分閉場

6ヴェネティアーナ（1/2サイズ）・・・・・518円
　　　　　　　　　　　　　

みれい菓〈北海道札幌市〉
4①札幌カタラーナ（1個）1,080円
②札幌カタラーナいちごみるく（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

正宗生煎包
・（4個入）・・・・・・・・・・・・600円
・（10個入、冷凍）1,350円

大阪くしよし本店
〈大阪府茨木市〉

大阪庶民をはじめスポーツ・芸能界
の有名人もこよなく愛する串カツ。
6串カツ各種（1串）・・・162円から

どれがイチオシ？あなたの食レポ聞きたいヮ～！

6新・津軽ラーメンこく煮干し（1人前）850円 
●特製濃厚塩煮干し（1人前）1,000円《各日30食限り》

佐近〈京都府京都市〉
はもちらし（1折）・・・・・・・・・・・・1,296円

三井楽水産〈長崎県五島市〉
五島鬼鯖棒鮨（1本）2,916円

実 演実 演

創作和食 北海岸〈北海道札幌市〉
大漁盛り込みちらし（1折）
・・・・・・・・・2,350円《各日30折限り》

実 演

実 演

実 演

実 演

くらま辻井〈京都府京都市〉
うなぎ・かき・あさり豪華三色弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

実 演

実 演

ぶんごや〈大分県中津市〉
聖地中津からあげ「骨なしもも」
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

だし屋大友〈愛知県名古屋市〉
生ふりかけ（鰹節・山椒ちりめん・生姜、120ℊ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円

太宰府えとや〈福岡県太宰府市〉
梅の実ひじき（150ｇ）・・・・・・648円

うえだ屋〈大阪府茨木市〉
大阪名物牛すじこんにゃく炊き
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円

焼きもん道場 森久〈大阪府羽曳野市〉
国産牛とろホルモン小腸（180ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円

やまと牛肉店〈山形県山形市〉 
米沢牛手作りコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・297円

おたる拓洋〈北海道小樽市〉
ほたてチーズ焼（1枚）・・・・・696円

崎陽軒〈神奈川県横浜市〉
特製シウマイ（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,420円

富良野牧場〈北海道富良野市〉
ベーコン（100g当り）・・・・・・・・・648円

Daiichi-TV「まるごと」で店舗取材をしました。

五建外良屋〈京都府京都市〉
生麩まんじゅう（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

新登場

期間
限定

ショ
ップ期間

限定

ショ
ップ 〈ABCマート〉

■3月15日（水）630日（木）
■本館3階 特設会場

春の〈イビサ〉フェア
■3月15日（水）619日（日）
■本館4階 ミセスエレガンス

〈パーカー〉ギフトフェア
■3月15日（水）628日（火）
■本館5階 文房具

お彼岸「ぼた餅」特集
■3月15日（水）621日（火）

〈ネイリング〉
①バングル42,120円②ペンダント28,080円

可憐なカスミソウの花をネイルアートで表現し
た春の新作をご紹介いたします。 婦人スニーカー①〈アディダス〉・・・・・・・9,612円

②〈ニューバランス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,904円
※紳士スニーカーの取り扱いもございます。

〈イビサ〉
①ショルダー
バッグ
32,400円
②トートバッグ
25,920円 〈オジコ〉Tシャツ「エアロアフロ」

・こども（80～160㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円から
・大人（レディス［M］～メンズ［L］）・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円

〈ネイリング〉
■3月15日（水）621日（火）

■本館2階 アクセサリー特設会場
TEL.053（457）5250［直通］まで問

TEL.053（457）5448［直通］まで問

※最終日は午後5時閉場 TEL.053（457）5320［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

期間
限定

ショ
ップ 〈オジコ〉

■3月15日（水）628日（火）
■本館5階 特設会場

TEL.053（457）5385［直通］まで問※最終日は午後5時閉場TEL.053（457）5375［直通］まで問※最終日は午後6時終了
TEL.053（457）5373［直通］まで問

※最終日は午後5時終了

ライフスタイルとトレンド、ふたつの視点から
セレクトしたスニーカーを各種取り揃えご紹介
いたします。

①

①

①

①
②

②

②

②

専属のスタッフが
〈イビサ〉製品の
お手入れや修理の
ご相談を承ります。

プレゼント 期間中、〈イビサ〉製品をお買上げのお客様に「革の
マスコット」をプレゼントいたします。

プレゼント
期間中、「パーカー・アーバン
プレミアム」をお買上げの
お客様に「ペンポーチ付
ギフトボックス」をさしあげます。

パーカー・アーバン プレミアム
①ボールペン7,560円
②万年筆・・・・14,040円

ご入学、ご卒業のギフトとして
人気の高いパーカー・アーバン
の最新コレクションを豊富に取
り揃えました。滑らかな書き味
をご体感ください。

大人からこどもまで楽しめる〈オジコ〉のＴシャツ。
春・夏ものの新作を豊富に取り揃えました。

8〈叶匠寿庵〉おはぎ（3個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
《3月17日（金）620日（月・祝）までの販売》
　■新館地下1階 和洋菓子

新登場

①

②

実 演

①
④

③
②

辻利兵衛本店〈京都府宇治市〉
宇治抹茶ちーずけーき（1台）1,620円

4①エンサイマダ
（1個）・・・・・・・・162円
②カトルカール
（1個）・・・・・・・216円
③ロールデニッシュ
（1個）・・・・・・・216円
④シナモンロール
（1個）・・・・・・・237円

さいき家〈京都府京都市〉牡蠣だし巻弁当（1折）1,620円
京料理・仕出し専門店の大徳寺〈さいき家〉の
　　限定弁当は、ぷっくりと炊き上げた牡蠣
　　　　　　　と絶品の京のだし巻入り。

モチモチとした皮の中から
極上コラーゲンスープが！
横浜中華街から本場の味を。

3月15日（水）本館7階 宝石売場
■本館7階 宝石 TEL.053（457）5585［直通］まで問

ダイヤモンドの世界で３大カッターの一つと賞される〈モニッケンダム〉をはじめ、サザンアフリカから
届く奇跡のダイヤモンド〈サバース〉、世界中が認めた日本のパール〈大月真珠〉が新登場いたしました。

〈モニッケンダム〉ダイヤモンド
ステーションペンダント（プラチナ、
ダイヤモンド計0.48ｃｔ、長さ約80㎝）
・・・・・・・・・・・・410,400円《5点限り》

〈サバース〉
ダイヤモンドペンダント
（プラチナ、ダイヤモンド計0.2ｃｔ）
・・・・・・・・・162,000円《10点限り》

〈大月真珠〉アコヤパールネック
レス・イヤリングセット（ネックレス：
留金シルバー、8.0～8.5㎜珠、イヤリング：
14金ホワイトゴールド、8.0㎜珠）
216,000円《10セット限り》

リニューアルオ
ープン

オープン記念特別企画品 オープン記念特別企画品 オープン記念特別企画品

実 演

玉出木村家〈大阪府大阪市〉《各日午前11時からの販売》
明治39年創業の大阪〈玉出木村家〉。
歴史あるヨーロッパの製法を受け継いだ
手作りパンの店。大人気の「ヴェネティ
アーナ」はフワフワの食感とオレンジ
スライスの香りが特徴です。
　　　　　　　　　　　　　

4九州しょうゆ てりマヨバーガー
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349円

実 演

・〈又一庵〉牡丹餅（つぶあん・こしあん・きなこ）各120円
　■新館地下1階 和洋菓子
・〈大新〉ぼた餅（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162円
　■本館地下1階 食料品催場

トミーズ〈埼玉県春日部市〉
こだわりの生地にとろける
チーズがたっぷり！熱 を々
心ゆくまでご堪能ください。
2ナポリタイプピザ各種
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・999円

※各日、午前10時30分からの営業、ラストオーダーは閉場の1時間前まで

会津屋〈大阪府大阪市〉

和風だしの旨味あるたこ焼きを
そのまま食べる素朴なスタイルを
頑に守る大阪の元祖たこ焼き。
4元祖たこ焼き
・（小箱、12個入）・・・・・・・・・・・・・・・・540円
・（中箱、20個入）・・・・・・・・・・・・・・・・864円




