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暑い夏もサラサラな肌へと導くアイテムをご紹介。

〈クリニーク〉①スーパーシティブロックBB クッション
コンパクト50（SPF50／PA++++）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円
②イーブンベター ブライトニング ルースパウダーC
（20g、ブラシ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,804円
　　　　　　　　　　　　　　　　　■本館1階 化粧品

〈RMK〉
①
スキンチューナー 
クーリングジェル
（150㎖）・・・・・3,672円
②リフレッシングジェル
　　  （60g）5,400円
　　　　■本館1階 
　　　  　　化粧品

夏の紫外線から肌を守る新アイテムをご紹介。ひんやり
とした使用感で、さらさらの肌に仕上げます。

ひんやりとしたジェルで心
地よく潤いを閉じ込める保
湿液と、日中ほてった肌を
クールダウンする高保湿ジ
ェルです。

ひんやりした感触でサラサラの肌
へ導くボディクリーム。柑橘系の香
りのオードトワレも夏にぴったりです。

数量限定発売

日差しから肌を守るナチュラル指向のケアアイテムをラインアップ！
汗に強く崩れにくいファンデーションと艶感
のあるまぶたを演出するアイシャドーです。
〈MiMC〉ミネラルリキッドリー
①アイシャドー（全2色）・・・・・各3,564円
②ファンデーション（SPF22／PA++、全2色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

■7月22日（土）・23日（日）各日
午前10時30分6午後6時15分（各回約45分）
■各日先着8名様
■新館5階 〈ビューティー＆ヘルス〉

要予約 お電話＆店頭受付
夏のオーガニックメイクタッチアップ会

〈ジルスチュアート〉
㊧フルーツ＆
アロマミスト リフ
レッシュ オイル
コントロールF
（60㎖） 2,376円
㊨フルーティ
フレッシュ スクラブ
（125g） 3,024円
■新館1階 
化粧品

数量限定発売

フルーツのエッセ
ンスを使用した
爽やかなスキン
ケアシリーズ。温冷
感ジェルの洗顔
料とサラサラな肌
をキープするミス
トローションです。

〈ロクシタン〉
㊧
ヴァーベナシャーベットボディ 
クリーム（150㎖）・・・・・・・・・4,644円
㊨ヴァーベナオードトワレ（100㎖）
6,048円 ■本館1階 化粧品

7月12日（水）限定発売

4種の植物エキス
と2種の植物油を
配合したボディ用
美容液。お風呂上
がりの肌にハリと
潤いを与えます。

〈生活の木〉
ボディーセラム 
ビューティフル 
ローズ（180㎖）
・・・・・・・・・・・3,024円

ボディ用美容液
肌のくすみを
取り去り、すべ
すべの肌へ導
きます。グレー
プフルーツの
すっきりとした
香りです。

〈パーフェクト
ポーション〉
ボディバフ（250㎖）
・・・・・・3,564円

ボディバフ
肌によく浸
透し、保湿
性に優れ
た夏にオス
スメのスキ
ンケアオイ
ルです。

テカリ・ベタつきを抑え、サラサ
ラで艶やかな肌に仕上げます。

〈エンハーブ〉
キャリアオイル ローズ
ヒップ（15㎖）・・2,916円

〈ハウス オブ ローゼ〉アミュール
シフォン フェースパウダー 
ブライトパール（10g）2,160円

スキンケアオイル フェイスパウダー

①

①

②

②

えんてつカード〈ポイント＆クレジットカード〉会員様限定化粧品売場
限定！

TEL.053（455）1167［直通］まで問

新館 5F ■新館5階 美容・リラクゼーション

〈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5倍

■本・新館1階 化粧品■新館5階 美容・リラクゼーション
※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。※セール品など一部対象外商品がございます。※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まで7.12　  617水 月・祝

会期中の
入会・切替でもOK！

■7月25日（火）までサマービューティフェア
 ■本館・新館1階 化粧品、新館5階 美容・リラクゼーション

①

②

※ご予約・お問合せは、TEL.053（457）5396［直通］まで



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

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！

〈オジコ〉〈ウィッシュコレクション〉

ケニアなどで手作りされた
色遣いが印象的なフェアト
レードバッグ。オールシーズン
ご使用いただけます。

カラーストーン、ダイヤネックレスほか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円から

お買取りした貴金属を職人が新しいデザインで
甦らせた、お買得なジュエリーを特集いたします。 〈アディダス〉スポーツサングラス（男女兼用）

①トランスペアレントブルー・・・・・・・・・12,960円
②バイオレットメタリック・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円

運動時のパフォーマンスを高める高性能
スポーツサングラスをご紹介いたします。

人気のアウトド
アウォッチをは
じめ特別に「ベ
ビーG」「オシア
ナス」など人気
モデルも取り揃
えました。

〈ウィッシュ
コレクション〉
リバティワンピース
・・・・・・・・・・24,840円

英国スタイルの代表
であるリバティとモ
リス柄のアイテムを、
ウェアから雑貨まで
豊富に取り揃えま
した。

〈オジコ〉Tシャツ「BON ODORI」
・こども（80～160㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円から
・大人（レディス・メンズ、M・L）・・・・・・・・・・・・・5, 184円

〈伊藤園〉キャンペーン連動デザインのTシャツを
はじめ、親子で楽しめるTシャツをご紹介いたします。

〈タカシマヤ〉ランドセル㊧（牛革、約1,300g、全2色）
㊨（牛革、約1,350g、全3色）・・・・・・・・・・・・・・・各66,960円

〈浜名湖山吹〉うなぎ蒲焼（国産、1尾）2,484円

口当たりまろかな上質なうなぎをじっくり
蒸し、創業以来受け継がれたタレで丁寧
に焼き上げました。
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新入学ランドセルフェア

〈カシオ〉
2017年プレミアムウォッチフェア

〈ルイズビィ〉
■7月12日（水）618日（火）
■本館2階 スペース2

TEL.053（457）5260［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

サングラスフェア
■8月29日（火）まで ■本館7階 メガネ

TEL.053（457）5416［直通］まで問■7月25日（火）まで ■本館7階 時計
TEL.053（457）5408［直通］まで問

〈アクセサリー リフォーム&リペア〉
リフレッシュジュエリー特集

■8月31日（木）まで
■本館2階 アクセサリー リフォーム&リペア

TEL.053（457）3311［直通］まで問

■7月12日（水）
　 618日（火）
■本館7階 スペース7
TEL.053（457）5397［直通］まで問

※最終日は午後5時閉場

■7月12日（水）625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）5250［直通］まで問

■本館5階 特設会場
TEL.053（457）5373［直通］まで問

華
や
か
に
艶
や
か
に
、

夏
に一番
乗
り
。

■7月12日（水）617日（月・祝）本館8階 催のご案内

アクセサリーバーゲン
紳士・婦人
イージーメードバーゲン■スペース8 TEL.053（457）5358［直通］まで問

■スペース8
お買得なキラメキが勢揃い。特別な輝きのリフォームもこの機会に。

国内縫製でジャストサイズにお仕立て。
快適な着心地をうれしい価格で。

6〈川島織物〉
オリジナルゆかた
・・・・・・・・・・・・・・・62,640円
〈夢工房〉
・半幅帯19,224円
・下駄・・・・10,584円
〈夢がたり〉かごバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・1 1,880円

〈ツモリチサト〉
ゆかた
・・・・32,400円
〈花古今〉
・帯9,504円
・飾りひも
・・・・・・・5,940円

8〈アイ〉タンキニ マキシワンピース
3点セット（9・11号）・・・・・・・・・・・・21,600円

6〈Honey Bonnie〉MAHALO ワイヤービキニセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,260円
マリン気分を盛りあげるアクアブルーと花柄がキュート。

■8月15日（火）まで ■本館7階 呉服・ギャラリー7
※最終日は午後4時閉場 TEL.053（457）5406［直通］まで問

■8月29日（火）まで
■新館5階 プラザ5
※最終日は午後4時閉場
TEL.053（457）5417［直通］まで問

エレガントな印象のセットアップ
ドレスも楽しめる３点セット。

優しい肌触りの「近
江ちぢみ」の伸び
やかで大胆な柄の
ゆかたです。

涼やかな青地
に星座の世界
が広がるファ
ンタジックなゆ
かたです。

8〈浜松注染そめ×遠鉄百貨店〉
扇子①婦人・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
■本館2階 婦人洋品
②紳士・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
■本館6階 紳士洋品・雑貨

〈カシオ〉Gショック
「グラヴィティ
マスター」
（紳士用、Bluetooth搭載
GPSハイブリッド電波
ソーラー、ケース径57.1㎜）
・・・・・・108,000円

本館5階 文房具・こども服でご利用いただける
クーポン券（1,000円分）を差しあげます。

えんてつカードキッズクラブ 会員様限定特典
■8月31日（木）まで

※お買上げの際に、えんてつカードキッズクラブスタンプカードをご提示ください。

スウィーツクーポン（500円分）を差しあげます。

プレゼント①

プレゼント②

〈ルイズビィ〉
カゴバッグ
①10,1 52円
②14,040円

①

②
①

②

　　  アクセサリー 
リフォーム&リペアフェア
同時開催

※各日午後6時30分閉場、
最終日は午後5時閉場

全館にて好評開催中！

7/14（金）618（火）7/14（金）617（月・祝）えんてつ夏のクリアランス

■本館地下1階 惣菜
TEL.053（457）5554［直通］まで問

土用の丑
7月25日（火）は

■本館3階 プレタポルテ■新館3階 キャリアワールド

〈Honey Bonnie〉のスイムウェアを12,960円以上お買上げのお客様、先着100名様に
その場で使える「水着1,000円クーポン」を差しあげます。ご購入特典

本館3階
特設会場

①

②

※写真はイメージです｡

期間限定
スペシャル
セール

7/12（水）618（火）※最終日は午後5時閉場

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈徳島／栗尾商店〉なると金時 
阿波鳴 塩（150ｇ）・・・・・・・486円

今週の〈全国銘菓〉
蒸した鳴門金時を特製の蜜床
に漬け込み仕上げた素朴な
美味しさが人気です。

TEL.053（457）5431［直通］まで問

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


