
28 号水2017 6

婦人靴

ハンドバッグ

婦人アクセサリー

婦人洋品

本館2Ｆ

婦人服
本館3Ｆ

婦人服
本館4Ｆ

婦人服
本館3Ｆ

ナイトウェア
本館5Ｆ

ベビー・こども服
本館5Ｆ

紳士服・紳士雑貨・メガネ
本館6Ｆ

リビング
本館7Ｆ

婦人服
新館1Ｆ 新館4Ｆ

新  館本  館

新館6Ｆ

婦人服 大きなサイズのユアサイズ

婦人服 小さなサイズのパールサイズ

婦人服

紳士服・婦人服

婦人服

新館5Ｆ
スポーツ・ゴルフウェア

新館2Ｆ

婦人服

7月1日（土）スタート！

7月1日（土）スタート！

6月30日（金）67月2日（日）

7月1日（土）スタート！

7月1日（土）スタート！

7月1日（土）スタート！

7月1日（土）スタート！

7月7日（金）スタート！

7月7日（金）スタート！

7月1日（土）65日（水）

新館3Ｆ●イージーメードスーツ各種・・・・・・20%OFF
●ワイシャツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・30%OFFから
●鞄・旅行用品各種・・・・・・・・・・30%OFFから

●敷物各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFF
●寝装品・タオル各種・・・・・・・・30％OFFから
●スリッパ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFFから
●ジュエリー各種 20％OFF ※一部除外品あり
●サングラス各種 20％OFF ※一部除外品あり
●夏きもの各種・・・・・20％OFF ※一部除外品あり

●紳士・婦人ナイトウェア各種・・・30%OFF

●ステッキ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%OFF

●18金・プラチナアクセサリー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFF
●パールアクセサリー各種 20～30％OFF
■本館2階 婦人アクセサリー
●パンプス・サンダル各種・・・・・・・・・30％OFF
■本館2階 婦人靴

●〈インポートセレクト〉・・・・・・・・・・・・・・30％OFF

■本館4階 婦人服・婦人雑貨
■本館5階 
ベビー･こども服

■本館5階 おもちゃ

●紳士財布・革小物・ネクタイ・ベルト各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFFから
●紳士肌着・靴下各種・・・・・・・30％OFFから
●紳士靴各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFFから
■本館6階 紳士雑貨

先行クリアランス 本館・新館各階で開催中！

●婦人インポートジーンズ各種30％OFF

7月1日（土）スタート！

〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001  ○営業時間／午前10時6午後7時30分 ○本館8階レストラン街 午前10時30分6午後9時

夏の婦人雑貨スペシャルバーゲン
※各日午後6時30分閉場、最終日は午後4時閉場
■きょう6月28日（水）67月4日（火）■本館8階 スペース8

TEL.053（457）5252［直通］まで問

期間中、本館・新館 1～7階にて1回のお買上げ金額が3,000円以上で1枚応募用紙を
差しあげます。抽選で300名様に後日賞品を差しあげます。
※食料品・喫茶・商品券・金券類など、一部除外品がございます。詳しくは売場販売員におたずねください。

6〈有名ブランド〉婦人靴各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円から

【6月28日（水）オープニングサービス】
●〈有名ブランド〉婦人スニーカー各種2,160円《50点限り》

■新館6階 紳士服・婦人服

■新館5階 スポーツ・アウトドア

●バス・トイレタリー各種・・・・・・・・・・30％OFFから
●エプロン各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFFから
■本館7階 リビング

ハンドバッグの
タイムサービスも連日開催！

■本館6階 
紳士服

■6月30日（金）67月9日（日） 
■応募箱設置場所／イ・コ・イ スクエア3階

●〈有名ブランド〉婦人靴下各種・・・30％OFF
●〈有名ブランド〉婦人帽子・スカーフ・ストール
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFF
●〈有名ブランド〉雨傘各種・晴雨兼用傘・
パラソル各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFF
●〈有名ブランド〉婦人財布各種30％OFF
●〈有名ブランド〉サングラス・扇子各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFF

●こども用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30％OFF

抽選で300名様に当たる！！

有名ブランド婦人靴約2,000足大売りつくし！
夏物在庫を一掃処分！



エンデパ

※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。

遠鉄百貨店 第1・第3駐車場■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈東京／花園万頭〉
東京あんプリン（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

今週の〈全国銘菓〉
なめらかでコクのあるプリン
と漉し餡を合わせました。

素材・技術・想像力を駆使したお
菓子の数 を々ご紹介いたします。

TEL.053（457）5431［直通］まで問 〈シーキューブ〉期間限定ショップ

8階 催のご案内次週 ■7月5日（水）611日（火）■ ※午前10時  6午後6時30分、最終日は午後4時閉場

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！■8月21日（月）まで■新館地下1階 和洋菓子

〈シーキューブ〉
水出しコーヒーの
焼きティラミス（6個入）972円

レディスサマー
ファッションバーゲン

薩摩金襴手新妻 守 作陶展
TEL.053（457）5585［直通］まで問

TEL.053（457）5302［直通］まで問

・チュニック各種
・・・・・・・・・7,560円

・デザインブラウス
各種・・・3,240円

【7月5日（水）オープニングサービス】
●カットソー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
【特別提供品】
●ワンピース各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
●カットソー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

※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。

本館８階 夏のギフトセンター開設中
■7月17日（月・祝）まで※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！

〈ヨックモック〉ドゥーブルジュレ BＴ074039〈YDLG-50〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
（レッドグレープフルーツ＆パッションフルーツ・マスカットピオーネ＆ライチ・
ピーチ＆チェリー各3、グレープフルーツ＆オレンジ×4）送料378円

抽選で120名様に当たる！「遠鉄百貨店・テレしず共同企画」

テレホンショッピング

ネットショッピング

■7月17日（月・祝）まで
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。

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》

■7月4日（火）まで

㊧虫篭香炉（大）紫ぼかし 秋草文 （径11.5×高さ20㎝）1,080,000円
㊨薩摩金襴手 紅地藤桜文大壷（径15×高さ39㎝）1,944,000円

現代に受け継がれる絢爛豪華な白薩摩
薩摩金襴手は薩摩藩主専用の御庭焼として400年前に生みだされ、
主に藩主の嗜好品、大名諸候などの献上品として使われました。
ロクロでの造形から絵付けまで一貫して携わる、薩摩焼界で唯一の
作家である新妻氏の作品をご紹介いたします。

ふたつのフルーツを二層に
重ね合わせたデザートです。
上下のフルーツがミックスさ
れて新しい風味や食感をお
楽しみいただけます。

さつ ま きん らん で

本館8階 スペース8 

8このマークが目じるし!

フォーマルな装いに気品を添えるパール。選り
すぐりの輝きを特別価格でご提供いたします。

■6月28日（水）67月4日（火）
■本館2階 アクセサリー特設会場

TEL.053（451）3690［直通］まで問※最終日は午後５時閉場

〈パルーナ〉
夏のスペシャルセール TEL.053（457）5315［直通］まで問

ブラックフォーマル～ウォッシャブル特集～
■本館4階 ブラックフォーマルサロン

4〈ソワール ペルル〉ワンピース
（7～15号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,680円

6〈プチソワール〉
①ボレロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円
②扇子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8, 100円
③バッグ（23×6×高さ14㎝）20,520円
④ハンカチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

軽く清涼感あるシンプルな後ろ開
きワンピース。冷感機能が備わっ
たウォッシャブルタイプです。
   

扇子やバッグ、おしゃれなボレロ
など、センスアップする小物も充
実の品揃えです。

TEL.053（457）5406［直通］まで問※最終日は午後4時閉場

2017ゆかたコレクション
■8月15日（火）まで

■本館7階 呉服・ギャラリー7

〈花古今〉
・ゆかた・・・32,400円
・帯・・・・・・・・・・・14,040円
・飾り紐・・・・・4,860円

①

②

③

④
〈パルーナ〉アコヤパール3点セット（ネックレス：
約8.0～8.5㎜珠・長さ約42㎝・鑑別書付/イヤリング：約8.5㎜珠・
14金ホワイトゴールド・鑑別書付/ネックレス：約5.0㎜珠・約40㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108,000円《3セット限り》

朝顔柄が優雅
な夏を感じさせ
るゆかたです。
花火大会など
のお出かけに
さり気なく日本
の情緒を楽し
んで。

〈プリンセス〉テーブルグリル・ピュア21,600円"  

■9月18日（月・祝）まで
■本館5階 ベビー・こども服

TEL.053（457）5382［直通］まで問

TEL.053（457）5393［直通］まで問

期間限定
〈ミキハウス〉受注ランドセル 〈プリンセス〉テーブルグリル・ピュアThe Magnesium 

■本館7階 キッチンテラス■新館5階 ビューティー＆ヘルス
TEL.053（457）5396［直通］まで問

〈猫葛篭〉①ショルダーバッグ・・・・・・・・3,132円
②ミニマット972円③ぬいぐるみ15,120円

TEL.053（457）5260［直通］まで問※最終日は午後５時閉場

〈猫葛篭〉
■6月28日（水）67月4日（火）
■本館2階 スペース2

ぬいぐるみ、バッグ、文具
などの猫グッズを豊富に
取り揃えてご紹介いた
します。

①

②

③

〈ミキハウス〉「クラリーノ®タフロック®」
ランドセル（各2色、A4フラットファイル対応）
①（男児、約1,190g）②（女児、1,220g）各108,000円
※お渡しは2018年2月末からとさせていただきます。
   プレゼント　　　　　　期間中、対象のランドセルをお申込みいただいたお客
様に、クラリーノ素材でお作りした「名入れチャーム」を差しあげます。

① ②

ザ マグネシウム（純度99.98％金属マグネシウム粒、約1㎏、
使用期間：約2年間）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,880円

油を使わずヘルシーなグリル料理が完成。
素早く焼き上げ、素材本来の味を引き出し
ます。スタイリッシュなデザインも魅力。

“洗剤いらず”の洗濯アイテム「マグちゃん」
シリーズから“入浴剤いらず”の新製品をご
紹介いたします。ご家庭で本格的な「水酸化
マグネシウム浴」がお楽しみいただけます。

期間
限定

ショ
ップ


