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■4月4日（火）まで ■本館・新館地下1階 食料品

〈大村屋酒造場〉×〈新潟加島屋〉
日本酒と酒肴のマリアージュ

～蔵元と語らうひととき～

ピンク色の生地に桜の香り
漂うバウムクーヘンです。
8〈治一郎〉桜のバウム
クーヘン（1個）・・・・・1,458円

春を感じる豆、筍、桜海老を使い、
見た目にも色鮮やかなコロッケです。

6〈神戸コロッケ〉春豆と筍の
クリームコロッケ（1個）194円 ■本館 惣菜

春の香りを桜の花びら形の
お麩に込めました。器の中で
加賀の春の彩りが広がります。
6〈不室屋〉
宝の麩 ひとひら
（1個）・・・・・・・・・227円
《300個限り》
■本館 日本の味

春らしいピンク色の桜と
白桃のゼリーです。
6〈モロゾフ〉さくら&白桃
ゼリー（1個）・・・・・・・・・・・・・270円
■新館 和洋菓子

ラベルのイラストも春らしく、柔らかな香りと上品
な優しい味わいの特別純米酒です。
4〈大村屋酒造場〉鬼乙女 夢（1.8ℓ）・・・2,862円
■新館 和洋酒

天保3年創業の
島田市〈大村屋
酒造場〉蔵元・
西原氏をお招き
し〈新潟加島屋〉
の酒肴に合った
日本酒をご紹介
いたします。
■3月31日（金）
午後3時・4時・5時
（各回約40分）
■新館 和洋酒
■参加費／2,160円
■参加人数／各回先着5名様
※お問合せ・お申込みはTEL.053（457）5495［直通］まで

旬の食材を厳選し一品一品丁寧に調理した、
お花見にふさわしい雅な篭もり弁当です。
6〈紅すゞ め〉お花見弁当（1折）・・・・・・・2, 160円
　　　　　　　　　　　　　　　　■本館 惣菜

桜の便りとともに届いたお弁当。
旬ならではの素材を盛り込んだ
季節限定の美味しさです。

脂がのった鰆の白醤油焼きに、厚焼玉子や
煮物を詰め合わせた行楽にぴったりなお弁当。
8〈米八〉お花見幕の内弁当（1折）・・・・・・972円
　　　　　　　　　　　　　　　　■本館 惣菜

筍とふきの土佐煮、桜餅など春らしい食材
を使った期間限定のお弁当です。
8〈梅の花〉お花見弁当（1折）・・・・・・1,404円
　　　　　　　　　　　　　　 ■本館 惣菜

筍や旬の山菜を使用したお惣菜と、うなぎご飯を2段重にしました。
8〈花房〉お花見二段重（1折）1,500円《各日20折限り》 ■本館 個性色色

海老と筍が入った、春を感じるサラダです。
4〈RF1〉海老と筍のサラダ 旨みたっぷり
岩塩ソース（100ｇ当り）540円 ■本館 惣菜

桜のスウィーツや筍を使った惣菜など、春の味わいを楽しんで。

千歳町の名店〈繁松〉が作る、筍ご飯と春の
野菜を豊富に使った春満載のお弁当です。
8〈繁松〉お花見弁当（1折）・・・・・・・・・・・・2,160円
《3月29日（水）64月2日（日）のみの販売、各日20折限り、
各日午前11時からの販売》■本館 個性色色 マークが付いているお弁当は「お弁当宅配サービス」承り中 エンデパお弁当

筍ご飯と太巻き、甘味の桜餅等を詰め合わせた、
色鮮やかで華やかなお弁当です。
8〈なだ万厨房〉春らんまん（1折）2,484円 ■本館 惣菜

※写真はイメージです。



エンデパ

■         3月30日（木）64月3日（月）本館8階 催のご案内 あ す

イージーメード2着セール
春の呉服ご奉仕会
紳士
婦人

■スペース8

春ものアイテムをサイズも豊富にお買得価格でご提供！

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈京都／鼓月〉桜あんころ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

今週の〈全国銘菓〉
皮むきこし餡に、桜の花と桜葉
を練り込んだ桜風味のやわら
かな羽二重餅入りです。

TEL.053（457）5431［直通］まで問

※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。

3月1日（水）から
駐車場サービスが変わりました。
※詳しくはこちらのＱＲコード
または店内配布のご案内をご覧ください。

今週の遠鉄百貨店
各階のイベント情報は
遠鉄百貨店ホームページ
を今すぐチェック！

※一部対応していない
機種・アプリがございます。エンデパ
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〈さとり〉ラウンドファスナー長財布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各38,880円

〈さとり〉松阪レザー財布
■3月29日（水）64月4日（火）

■本館6階 紳士洋品
TEL.053（457）5355［直通］まで問

良質な油分が多く、使い込むほどに光沢感
が生まれる「松阪レザー」の財布を豊富に
取り揃えました。
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ショ
ップ〈ラ・タグア〉

〈ラ・タグア〉①ネックレス・・・・・・・・・・・・・14,040円
②ブレスレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円

〈ジェットセッター〉
・パスポートケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各16,200円
・ストラップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

〈シューズイン神戸〉
■3月29日（水）64月4日（火）

■本館2階 婦人靴
TEL.053（457）5252［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

■3月29日（水）64月4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※最終日は午後5時閉場

〈ジェットセッター〉

TEL.053（457）5302［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

〈シューズイン神戸〉走れるパンプス
（22.5～24.5㎝、防水加工）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各8,532円

軽量かつ、足を優しく包み込むようなフィット
感が特徴の「走れるパンプス」を期間限定
で販売いたします。

南米アマゾンの植物「象牙椰子」を使った
エコロジカルなアクセサリーを特集いたします。

チケットやカードを収納できる「パスポート
ケース」など、新作を取り揃えご紹介いたします。

① ②

■3月29日（水）64月4日（火）
■本館4階 特設会場

〈シェ松尾〉

〈シェ松尾〉①シュミネ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
②焼菓子各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円から
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限定
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■3月29日（水）64月4日（火）
■新館地下1階 ウィークリースウィーツ

TEL.053（457）5429［直通］まで問※最終日は午後7時閉場

アーモンドパウダー、卵、バターなど素材の
風味を生かし、香り豊かに焼き上げました。

①

②

スイスで7番目に古い歴史
を持つ時計製造ブランド。
4クリフトン クロノグラフ 
コンプリートカレンダー
（紳士用、自動巻、ステンレススチール、
ケース径43㎜）・・・577,800円

【セイコー ルキア】
簡単操作で世界26都市の
時刻表示に切り替え可能。
6ラッキーパスポートシリーズ
（婦人用、ソーラー電波、純チタンケース、
ケース径30.6㎜）・・・・・・・・・・・・76,680円

県内百貨店最大級の時計売場として装いも
新たにリニューアル。より充実した品揃えの中
から、とっておきの時計をお選びいただけます。
※お問合せは、TEL.053（457）5408［直通］まで

春のおでかけ
ファッションバーゲン

行楽シーズンにぴったりのお出掛けファッションを特別価格で！

■催会場
※各日午前10時6午後6時30分、最終日は午後5時閉場

■催会場

タオル・寝具市
心地よい上質感をうれしいご奉仕価格で！

■スペース8

TEL.053（457）5302［直通］まで問

TEL.053（457）5302［直通］まで問

※各日午前10時6午後6時30分、
最終日は午後5時閉場
TEL.053（457）5358［直通］まで問

■催会場 
※各日午前10時6午後6時30分、
最終日は午後5時閉場
TEL.053（457）5406［直通］まで問

3月30日（木）

3月31日（金）
4月1日（土）
4月2日（日）
4月3日（月）

●チュニックワンピース各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《15点限り》
●婦人カーディガン各種3,240円《20点限り》
●婦人カットソー各種2,160円《30点限り》
●ブラウス各種・・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》
●チュニック各種・・・・・・・・・3,240円《20点限り》

日替り提供品

3月30日（木）オープニングサービス 特別提供品

特別提供品

〈京都西川〉新生活寝具6点セット
（羽毛掛けふとん・敷きふとん・枕・掛けふとんカバー・
敷きふとんカバー・ピローケース　色：ブルー・ピンク）
・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円《10セット限り》

4・婦人
スプリングコート
・・・・・・・12,960円

　L・LL、　S・SS
サイズバーゲン

4ブラウス・・・7,560円

※各日午前10時6午後6時30分、最終日は午後5時閉場

・チュニック
・・・・・・・・・・・・・7,560円
・レギンス
・・・・・・・・・・・・・5,400円
・ストール
・・・・・・・・・・・・・2,700円

●　　　　　〈有名ブランド〉
　ブラックフォーマルウェア各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円《各5点限り》
●　　婦人靴各種（24.0～25.5㎝）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》
●　　婦人靴各種（21.0～22.5㎝）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》

L・LL

S・SS

L・LL S・SS ●　　チュニック各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《20点限り》
●　　パンツ各種・・・・3,240円《30点限り》
●　　ブラウス各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《20点限り》
●ブラックフォーマルバッグ各種
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《10点限り》

L・LL

L・LL

L・LL

S・SS

S・SS

L・LL S・SS

婦人服
婦人靴

8・ベスト・・・・・・7,560円
・カットソー・・・8,640円

　　　　〈有名ブランド〉
ブラックフォーマル
アンサンブル38,880円

　　婦人靴
①②5,400円
　　婦人靴
③〈トーク〉
10,584円
④⑤5,400円

L・LL

S・SS

①
②

③ ④
⑤

3月29日（水）本館7階 時計売場 第1弾リニュー
アルオープン

【ブライトリング】
〈ブライトリング〉の
機械式クロノグラフ
でもっともシンプルで
機能的なモデルです。
コルトクロノグラフ
オートリミテッド
（紳士用、自動巻、ステンレス
スチール、径44㎜）
・・・・・・・・・・604,800円
《日本限定500本、
当店3本限り》

【ボーム＆メルシエ】

●〈有名ブランド〉タオルお楽しみ袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《50袋限り》
●タオルハンカチ5枚セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《50セット限り》
●国産フェイスタオル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円から
●ウォッシャブルダウンケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《20点限り》

※写真は
イメージです。

※各日午前10時6午後6時30分、最終日は午後5時閉場 TEL.053（457）5397［直通］まで問


