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〈ル・クルーゼ〉フェア
■4月26日（水）65月9日（火）
■本館7階 キッチンテラス

■本館地下1階 惣菜

〈紅すゞ め〉母の日特製弁当3,240円
《5月13日（土）・14日（日）のみの販売》
■ご予約承り期間／5月10日（水）まで
※ご予約は店頭またはTEL.053（457）5468［直通］まで

〈なだ万厨房〉母の日御膳・・・2,700円
《5月12日（金）614日（日）の販売、150折限り》
■ご予約承り期間／5月9日（火）まで
※ご予約は店頭またはTEL.053（457）5424［直通］まで

〈下鴨茶寮〉
母の日祝膳（約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円《送料込》
■ご予約承り期間／5月7日（日）まで
■ご予約場所／
　本館地下1階 〈なだ万厨房〉
■お届け日／5月14日（日）のみ
※お問合せはTEL.053（457）5424［直通］まで

※写真はイメージです。

〈ル・クルーゼ〉製品を5,400円以上
お買上げのお客様に限り、特別価格
にてご提供いたします。
※セール品は対象外となります。

①

②

■5月14日（日）まで ■各階で開催

〈ロクシタン〉
ピオニー ギフト
コレクション（ピオニー 
フェアリーハンドクリーム
30㎖〈現品〉、ピオニー 
オードトワレ5㎖、ピオニー 
バスソープ75g、ピオニー 
ギフトボックス付）
・・・・・・・・・3,672円
■本館1階 
　化粧品

〈エシャープ〉ストール
（50×160㎝、ギフトボックス入り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
■本館2階 婦人洋品

扇子
5,940円
■本館2階
婦人洋品

〈アンフィール〉×〈BOX&NEEDLE〉
晴雨兼用パラソル（ギフトボックス入り）
各8,640円 ■本館2階 婦人洋品

〈フェイラー〉母の日サンクスセット（PVCバッグ・
一本手バッグ）・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円《15セット限り》
■本館2階 ハンドバッグ

4〈ヴァンドームブティック〉
ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・各12,960円
《5月14日（日）までのスペシャルプライス》
■本館2階 婦人アクセサリー

〈カナナ プロジェクト〉2WAYリュック（29×10×
高さ28㎝）16,200円 ■本館4階 ミセスエレガンス

4〈マリサグレース〉
カットソー・ストールセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
■本館4階 
ミセスエレガンス

〈シビラ〉エプロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
■本館7階 キッチンテラス

〈UCHINO〉ボーダー
マシュマロガーゼマフラー
（約40×185㎝）・・・・3,780円
■本館7階 
タオル・バス・トイレタリー

〈まかないこすめ〉
絶妙レシピの
ハンドクリーム
㊨乳香の香り
㊧花束の香り
（50g）
各1,620円
■新館5階 
ビューティー＆
ヘルス※パッケージが異なる場合がございます。

本館3・4・7階（エプロン売場のみ）、新館1～4階の対象売場にて母の日
ギフトを5,400円以上お買上げのお客様に先着で〈資生堂パーラー〉ビュー
ティープリンセスを1本差しあげます。※数に限りがございます。

京都の老舗料亭のお料
理盛合せを限定販売いた
します。大好きなお母さんを
囲んで、彩りも美しい美味
をお召しあがりください。

ご予約承り
店頭販売

ご予約承り
店頭販売

ご予約承り
産地直送 エンデパお弁当「お弁当宅配サービス」承り中

数量
限定

プレゼント

4①〈マキシン〉×〈にじゆら〉帽子・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円
　②〈にじゆら〉てぬ花（てぬぐい）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円

〈にじゆら〉期間限定ショップ
■4月26日（水）65月2日（火） ■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場



エンデパ

■　　4月27日（木）65月1日（月）
■本館8階 催会場

※各日午後6時30分閉場、最終日は午後5時閉場

あす

〈スウィートキャメル〉〈エドウイン〉
初夏の涼やかパンツフェア

祝・浜松祭り
まつりショップ

日本人特有の感性・感覚・感動を大切に
する帽子の人気ブランド。メンズ・レディス
の春の新作を幅広くご紹介いたします。 

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■4月26日（水）65月2日（火）
■新館1階 特設会場

TEL.053（457）5319［直通］まで問

コロッケまつり
■4月26日（水）65月7日（日）

■本館地下1階 惣菜
TEL.053（457）6048［直通］まで問

〈オジコ〉

〈モネ〉 〈23区〉×〈リベコ〉
スペシャルショップ■4月26日（水）65月2日（火）

■本館2階 婦人靴 ■4月26日（水）6
　5月9日（火）
■新館3階 特設会場

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈愛媛／一六本舗〉
伊予柑マドレーヌ（1個）1 18円

今週の〈全国銘菓〉
愛媛県の老舗菓子店による愛
媛県産の伊予柑をたっぷり使
い焼き上げたマドレーヌ。

TEL.053（457）5431［直通］まで問
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

Q
R
コ
ー
ド

TEL.053（457）5560［直通］

次週 ■5月3日（水・祝）68日（月）
本館8階 催のご案内 初夏の婦人・紳士ファッション ビッグバーゲン

※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。

いち早く爽やかなおしゃれを
お買得価格でご提供！

［セブンスリー］
天然石・ビーズアクセサリー

〈オジコ〉Tシャツ「ディナー・ソー」
・こども（80～160㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円から
・大人（M、L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5, 184円

※写真はイメージです。

①〈スウィートキャメル〉リバティテーパード
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
②〈エドウィン〉ジャージーズ ボーイズクロップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円

※お電話でのご予約・お問合せは、受付時間：正午6午後7時

■5月8日（月）から■本館屋上（雨天中止）
※午後5時69時30分（午後9時オーダーストップ）

●大人（高校生以上）／3,900円
●小・中学生／1,500円
●未就学児／無料

※最終日は午後５時閉場

■4月26日（水）65月9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

〈オーバーライド〉
■5月15日（月）まで■新館6階 特設会場

TEL.053（457）6888［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

プレゼント 期間中、対象商品をお買上げのお客様にプレゼント
を差しあげます。※数に限りがございます。

伸縮性・速乾
性にすぐれた
快適な履き心
地の新作を豊
富に取り揃え
てご紹介いた
します。

勇壮な凧揚げ合戦を心待ちにしている浜
松っ子に欠かせないアイテムが登場。

地元引佐で育てられた峯野牛を使用した
遠鉄百貨店オリジナルコロッケをはじめ名店
の作るこだわりコロッケを特集。

ティラノザウルスを大胆に描いたユニークな
Tシャツ。親子で楽しむことができます。

①

①
②

②

TEL.053（457）5397［直通］まで問
※最終日は午後５時閉場 TEL.053（457）5252［直通］まで問

※最終日は午後５時閉場
TEL.053（457）5398［直通］まで問

■5月5日（金・祝）まで
■本館1階 西入口特設会場

①オリジナル地下足袋（14～30㎝）2,160円から
②手拭い各種（約35×104㎝）・・・・・・・・1,404円から

「履きやすさ」と「美しさ」を追求した婦人靴
を豊富に品揃え。歩くたびにその心地よさを
実感していただけます。

ベルギーリネンの〈リベコ〉
とコラボしたシンプルで心
地よいスタイリングをトー
タルでご提案いたします。

〈モネ〉サンダル各種（21.5～24.5㎝）17,064円

〈23区〉×〈リベコ〉
・ブラウス・・・・・1 9,440円
・パンツ・・・・・・・・20,520円

①〈そうざい屋〉峯野牛コロッケ（1個）180円
②〈紅すゞ め〉プレミアムかにクリームコロッケ
（3個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

① ②

5月1日（月）からご予約承り開始！

オープニングサービス
5月8日（月）614日（日）
特別価格3,000円
レディスデー

5月・6月の
（月）～（木）
特別価格3,400円

■　　 4月27日（木）65月1日（月）
■本館8階 スペース8　　　　　 

おしゃれ手しごと展
あす

熟練の技が光る逸品を多彩に揃えて

写真掲載以外の出展作家
［赤羽沙枝子］おしゃれ婦人服 ［金子とよ子］オリジナルエプロン・ナチュラルウェア
［駒木恵津子］彫金ジュエリーアクセサリー
［STUDIO MARIPOSA］マザーオブパール＆真珠アクセサリー
［SOPHIA］チェーンセミオーダー ［高山佳子］革工芸
［鳥居弘美］有松絞り ［長谷川智恵子］オリジナルウエア真華
［PH エルジェスJAPAN］キリム・トルコ雑貨
［古川賀治子］トンボ玉・デザインアクセサリー ［水田朱美］レザーウェア
［みはるクラフトアート］レザークラフト ［柳橋ひろ子］洋服と服飾品 

8チャロアイト・スピネルネック
レス（42～48㎝）・・・・・・・41,040円

［山本憲二］手づくりバッグ
4ショルダーバッグ
（28×8×高さ20㎝）・・・50,760円

兵庫〈RED LABEL／レリップ〉
ミニトートバッグ（28×10×高さ18㎝）・・・・・・・・・・・・・17,280円

　　　　6　福島
　〈TREPITO／
鞄工作社いたがき〉
L字ファスナー財布
（20×2×高さ9㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・16,740円

4東京
〈ピオネロ／
パイオニア〉
ミュール（Ｓ～Ｌ）
・・・23,760円

革を水で濡らし形を整えなが
ら簡単にお作りいただけます。
■4月29日（土・祝）午後1時66時
　4月30日（日）午前10時6午後3時
（お一人様約30分）■参加費無料
※材料がなくなり次第終了となります。

革の色を選び、刻印が入ったキーホルダー
をお作りいただけます。
■4月27日（木）・28日（金）・
　5月1日（月）各日午前10時6午後6時
（お一人様約30分）※受付は各日午後5時まで、
最終日の受付は午後3時まで
■参加費／1,000円

※各日午後6時30分閉場、
最終日は午後5時閉場

革動物づくり体験 牛革キーホルダー作り体験 「セーム革」プレゼント
期間中、会場にてアンケートに
お答えいただいた各日先着50
名様に、メガネ拭
きなど役に立つ
「セーム革」をプレ
ゼントいたします。

牛革［中嶋皮革工業所］兵庫県たつの市

新登場 

新登場 

牛革［株式会社キタヤ］兵庫県たつの市

牛革［有限会社橋本製革所］兵庫県姫路市

東京〈中澤鞄／中澤〉
ハンドバッグ（21×8×高さ24㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円

牛革［株式会社セナレザー］兵庫県姫路市

牛革［大東ロマン株式会社］埼玉県草加市

東京〈のむら／野村製作所〉 
ショルダーバッグ（30×3×高さ30㎝）・・・・・・・・・・・・・・・各24,840円

牛革［大圓製革産業］兵庫県たつの市

兵庫〈TODAY’S／ハートビート〉
軽量シューズ（22～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,904円

［中田由美子］創作婦人服
6婦人ベスト20,520円

TEL.053（457）5400［直通］まで問

TEL.053（457）5260［直通］まで問

遠鉄百貨店 第1・第3駐車場

午後6時  6翌朝6時まで
12時間 最大500円

夜間駐車がお得！

［アン・エイコ］オーダーニット
4・帽子・・・・・・・・・・・・・・・45,360円
・ジャケット・・・・・・・・345,600円
・スカート・・・・・・・・・・・・・・95,040円

※各日午後6時30分閉場、
最終日は午後5時閉場


