
エンデパ

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈京都／鼓月〉極上 本、水羊羹
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

今週の〈全国銘菓〉
小豆皮むき餡ならではの、さ
らりとしたなめらかな口どけを
極めた水羊羹です。

和菓子の日にちなみ、限定品をはじめ
銘菓を豊富に取り揃えご紹介いたします。

TEL.053（457）5431［直通］まで問

〈叶匠寿庵〉煮小豆に餅（1個）
216円《6月16日（金）のみの販売、70個限り》 ※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。

■ 6月22日（木）627日（火）8階 催のご案内次週 

ブラックフォーマル特集 〈かきたねキッチン〉

〈フィットフィット〉サンダルブーティ（21.5～25㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・期間限定特別価格 各10,692円

〈ソニー〉フェスウォッチ ユー（ケース径43㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,680円から

文字盤とベルトのデザインを自分好みに
変えられる近未来的な腕時計です。

補聴器（片耳）・・・・・・・・・・・50,000円から（非課税）

新しくなった検聴室で、聞こえの状態を測
定し、認定補聴器技能者がお客様に合っ
た補聴器をご提案いたします。

〈かきたねキッチン〉かきたねキッチン♡
サンリオキャラクターズ（3個セット）・・・・・・1,134円

サンリオキャラクターのパッケージがチーズ
やポテトなど人気の味で新登場。

〈築地 中島水産〉
天然魚 刺身盛り合わせ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,180円
■本館地下1階 鮮魚
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〈フィットフィット〉
サマーシューズフェア

■本館4階 ブラックフォーマルサロン
TEL.053（457）5315［直通］まで問

〈ソニー〉フェスウォッチ ユー
■新館6階 特設会場
TEL.053（457）6888［直通］まで問

〈ボニーク〉

〈ボニーク〉ワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・31,320円

立体的なコクーン
シルエットが印象
的なドレス。袖の
レース素材がエレ
ガンスさをプラスし
ています。

二重のペプラムが
エレガントなスーツ
風ワンピース。着脱
しやすい前開きタ
イプで、通気性の
良い米沢のジャ
カード織りを使用
した涼やかな一着
です。

モダンなデザ
インの厚底サ
ンダルブーティ。
履き心地も柔
らかく、快適な
一足です。

■6月14日（水）620日（火）
■本館3階 特設会場

TEL.053（457）5320［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

■6月14日（水）620日（火）
■本館4階 ミセスエレガンス

TEL.053（457）6582［直通］まで問

■6月14日（水）620日（火）
■新館地下1階 プラザB-1

TEL.053（457）6503［直通］まで問

TEL.053（457）5417［直通］まで問

※最終日は午後7時閉場

補聴器フェア
■6月14日（水）630日（金）
■本館7階 補聴器コーナー

TEL.053（457）5416［直通］まで問

■　    6月22日（木）
　68月29日（火）
■新館5階 プラザ5

〈クロエ フォーマル〉
ワンピース（7～13号）
・・・・・・・・・・・・・・78,840円

TEL.053（457）6508［直通］まで問

TEL.053（451）1041［直通］まで問

プレゼント

プレゼント 期間中、対象商品を3個以上お買上げのお客様、
先着100名様にシールを差しあげます。

6月16日（金）は和菓子の日
■新館地下1階 和洋菓子

TEL.053（457）5302［直通］まで問■スペース8

日替り提供品
●夏もの服地ハギレ各種（W巾、0.8～2.0m）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円・1,080円・1,620円《計100点限り》
●コットン・パッチワーク生地（110×30㎝）216円
●浜松産 レジメンタルストライプスカート・
パンツ地各種（1.1m巾、2.0m）・・・・・・・・・・・・1,242円
●毛糸・手編み糸各種（1袋）・・・・・・・・・1,080円
●インポートハギレ各種（W巾、1.5mから）1,944円《50点限り》
●綿ローンサッカープリント地各種
（1.1m巾、2.0m）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円《50点限り》
●ニット無地・プリント地各種（Ｗ巾、1.5ｍ）1,080円《計50点限り》
●綿プリントハギレ各種（1.1m巾、1.0～2.0ｍ）540円《50点限り》

●細巾レースパック各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410円
●バッグ用生地各種（合皮・ラミネード・デニム・帆布）540円

《輸入・国産》生地&毛糸バーゲン
※各日午前10時6午後6時30分、
最終日は午後4時閉場

※写真はイメージです｡

22日（木）

23日（金）
24日（土）

25日（日）
26日（月）

予告

期間中、お買上げのお客様
先着30名様にノベルティを
差しあげます。

■6月18日（日）まで ■各階で開催
とびきりのごちそうで、お父さんへ感謝を贈ろう!

〈柿安本店〉黒毛和牛サーロイン
ステーキ（国内産、1枚、約160ｇ）
1,680円《6月17日（土）・18日（日）
の2日間限り、各日100枚限り》
■本館地下1階 精肉
TEL.053（457）3555［直通］まで問

〈一本義久保本店〉
伝心 凜 純米大吟醸
（1,800㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
●（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
■新館地下1階 和洋酒
TEL.053（457）5495［直通］まで問

希少な酒米
「越の雫」を
100％使用し
た大吟醸酒。
白桃やライチ
を思わせる麗
しい香りと芳
醇な味わいが
特徴。

●浜松産 からみ織ブラウス地各種（1.1ｍ巾、1ｍから）1,055円から
●浜松産 リネンワンピース・スカート地各種（1.1ｍ巾、1ｍから）1,1 17円から

【国産服地・インポート服地】特集
●綿サッカー プリントワンピース地各種
（1.2ｍ巾、2.0ｍ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
●麻無地・プリント ジャケット・ワンピース地各種
（Ｗ巾、1.6ｍ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円から

●手編み糸各種（綿100％、麻100％、毛100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,700円
●ボタン各種（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円から
●ファンシー段染毛糸・手編み糸各種4,104円
【遠州織物】特集

【ソーイング・毛糸】特集

オープニング
サービス

早期ご来店お買上げ特典

抽選で120名様に当たる！「遠鉄百貨店・テレしず共同企画」

本館8階 夏のギフトセンターにて10,000円以上お買上げのお客様、
先着4,500名様に差しあげます。※お一人様1点限りとさせていただきます。※なくなり
次第終了とさせていただきます。

〈ペック〉クーラートートバッグプレゼント!

テレホンショッピング

ネットショッピング

■あす6月15日（木）67月17日（月・祝）
カタログ掲載品は
お電話・FAXからも
ご注文いただけます。
※午前10時6午後6時、最終日のご注文受付締切は、正午までとさせていただきます。
※お支払い方法：【新規】クロネコ代金後払いサービス（コンビニ払い）、または銀行振込・現金書留とさせていただきます。
［クロネコ代金後払いサービス スタートキャンペーン］後払い手数料無料！ ※詳しくはフリーダイヤルにてお問合せください。

■7月17日（月・祝）まで※最終日は正午までの受付
ネットショッピングの「えんてつ夏のトク得ギフト」は全国送料無料!!

0120-211552
0120-211530

フリーダイヤル
フリーダイヤルFAX

ネットエンデパ詳しくは

ご希望の方は
お気軽にお問合せ
ください。

夏のギフト
カタログを郵送
いたします。

※お支払いは、現金または商品券に限らせていただきます。（一部10％OFF
対象外の商品券がございます。）※10％OFFはお買上げ合計2,160円以上
の場合となります。

えんてつカード「ポイント&
クレジットカード」のご提示でポイント

えんてつ百貨店友の会会員証
もしくはご優待券のご提示で

ポイント＆プリペイド・ポイント専用カードはポイント5倍

または

※お支払いは、現金または商品券、えんてつカードによるクレジット支払いに
限らせていただきます。

（約27×15×高さ32㎝）

本館８階 夏のギフトセンター開設！
■あす6月15日（木）67月17日（月・祝）
※最終日は午後5時閉場

ビール・洗剤・
石鹸・入浴剤全品全国送料無料！

特典いっぱいのお得な
ギフト、約620点を厳選！

ドイツの伝統的醸造法を継
承し、麦芽・ホップ・水だけ
で長期熟成。120年以上の
歴史をもつ、ちょっと贅沢な
ヱビスです。

〈サッポロ〉ヱビス5種セット BV067040〈YHABN5DT〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
（ヱビス・ヱビス〈ザ・ホップ〉2017各350㎖×6、深み味わうヱビス350㎖×4、
ヱビス華みやび・ヱビスプレミアムブラック各350㎖×2） 送料無料

期間中、対象商品をお買上げの際に差しあげる応募券でご応募
していただくと、後日抽選で120名様にプレゼントが当たります。

2017夏のギフトプレゼントキャンペーン

●1等／遠鉄百貨店商品券5,000円分《20名様》 ●2等／夏のギフト人気商品《100名様》

■6月15日（木）67月4日（火）
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〈ワコール〉大感謝祭
■6月14日（水）620日（火） ■本館8階 スペース8

TEL.053（455）1167［直通］まで問

〈ポイント＆クレジットカード〉
をご提示で

えんてつポイント 倍！5
※ポイントアップになるお支払いは ①現金または商品券 ②えんてつカードによるクレジット支払いに限らせていただきます。
※本館8階 〈ワコール〉大感謝祭の特別価格品は対象外となります。※〈ルイ・ヴィトン〉、〈ティファニー〉、〈カルティエ〉、
〈ディズニーストア〉、直虎おみやげショップ、食料品、各階セール品、夏のギフトセンター、新館7階など、一部対象外商品・
売場がございます。※新規ご入会、または「ポイント専用カード」「ポイント＆プリペイドカード」からの切り替えは新館7階
えんてつカードカウンター

会期中の
入会・切替でも

OK！

デザイン・カラーも豊富に品揃え。美しさをインナーから!

※最終日は午後5時閉場 ※写真はイメージです。

6男・女児パジャマ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円から

4婦人
ナイトウェア各種
・・・・・・・4,212円から

〈Gococi（ゴコチ）〉ハーフトップ（M～LL）3,780円から

●ひびきにくいノンワイヤー
ブラジャー各種・・・・・・・・《100点限り》
●〈ワコール〉婦人パジャマ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《100点限り》
●アンダートップス各種《100点限り》
●おしりすっぽりショーツ各種《100点限り》

TEL.053（457）5326［直通］まで問

〈有名ブランド〉特集
シェイプインナー特集
ナイトウェア特集
スポーツウェア特集
らくラクパートナー特集
夏の新作特集
ベビー・こども用品特集

ブラジャー各種
3,024円から

ショーツ各種540円から

日替り提供品

快適肌着各種2,160円から

●キャミソール各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円から
●ガードル各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円から
●インナートップス各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から
●ボディスーツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円から
●インナーボトムス各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ,728円から
●紳士ナイトウェア各種・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円から
●ナイトウェアトップス・ボトムス各種3,024円

●〈ウイング〉
婦人パジャマ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》
●キャリアブランド 
ソフトガードル各種
・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》

●シニアブランド 
カルソン各種
・・・・・・・・・・・《100点限り》
●Ｔバックショーツ
各種《100点限り》

●黒ブラジャー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》
●レギンス各種《30点限り》
●浅めコンフォートショーツ
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・《100点限り》

16日（金） 17日（土）15日（木）

14日（水）
●ルームウェアトップス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》
●ナイト用ブラジャー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》
●機能性ショーツ各種

・・・・・・《100点限り》

タイムサービス
■14日（水）1日限り

8女児下着各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円から

〈ワコール〉夏の新作のご紹介

ブラジャー
＆ショーツ
コーディネート
特集

快適
肌着特集

肌につぎ目や縫い目があたりにくく、なめらかな
圧着仕上げで気持ち良く着けられます。

午後1時から！！


