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8〈ベアミネラル〉・ベアプロパウダーファンデーション
（SPF15・PA++、10g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,536円
・コアカバレッジブラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円 ■本館

8　　 　　　  〈SK-Ⅱ〉R.N.A.パワーエアリーミルキーローション（50g）・
マグネティックブースターキット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円 ■本館

2〈アルビオン〉アンフィネス ダーマ
パンプ㊧ミルク（200g）㊨ローション
（200㎖）・・・・各7,560円 ■本館

弾むようなハリと潤いをもたらし、うるツヤ肌へと導く美容乳液と、
浸透力をアップさせるマグネティックブースターのセット。百貨店
限定セットです。

ミネラルを配合した軽やかなつけ心地で、つけたての肌を長時間
キープ。専用のブラシが、より素肌に近く仕上げます。

秋の息吹を感じさせる自然
色であたたかみのある目元
に仕上げます。

アートのように繊細でなめら
かなラインが描けるローラー
タイプのリキッドライナーです。

肌を引き締め、力強いハリ肌
を蘇らせる３０代からのエイ
ジングケアシリーズです。

誠に勝手ながら8月22日（火）・23日（水）は休業日とさせていただきます。休業日のお知らせ

色づく季節とともに、美しさも深化する。

6　　　　　  
〈カネボウ〉ルナソル
①シャインフォールアイズ（全3種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,400円
②スタイリングアイゾーンコン
パクト（全1種）4,536円 ■本館

8                   
〈M・A・C〉ローラーウィール
リキッドライナー（限定4色）
・・・・・・・・・・・・・・各3,456円 ■新館

Aアドバンス ナイト リペア セット
（アドバンス ナイト リペア〈現品30㎖〉ほか全4点、ポーチ付）10,260円
（アドバンス ナイト リペア〈現品50㎖〉ほか全4点、ポーチ付）14,580円

B秋のうるおい艶肌コフレ（クリームファンデーション 
エッセンスモイスト〈現品〉、ロングラスティング ルースパウダー〈現品〉
ほか全4点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
■本館

■8月25日（金）631日（木） ■本館

ピュア カラー リップスティック ほか（全５種）・・・・3,996円から

モノグラミング対象のリップスティックをお買上げのお客様に、
限定柄「リボン」とお好きな文字をその場で刻印いたします。 

8.21 発売月

〈エスティ ローダー〉限定キット

〈エスト〉限定キット

■8月16日（水）629日（火） ■新館3階 特設会場
各化粧品ブランドの秋のおすすめリップをご体験いただけます。
※詳細はホームページのイベント情報をご確認ください。

秋のコスメティックフェスティバル ■8月16日（水）69月5日（火） ■本館・新館1階 化粧品

A B

①

①

 ②

 ②

2〈クレ・ド・ポー ボーテ〉
ル・フォンドゥタン
（SPF20・PA++、30g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円
■本館

限定発売

限定発売

3種の質感からなるリップス
ティック。異なる仕上がりと豊
富なカラーが魅力です。

お手持ちのアイカラーにきら
めきをプラスする限定カラー
が登場。いつもと違う表情に。
　　　　　 
4〈コスメデコルテ〉AQMW
①アイクレヨン（限定5色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,916円
②アイグロウジェム
（限定1色〈ゴールド〉）
・・・・・・・・・・・・・・・各2,916円 ■本館

2〈ポール & ジョー ボーテ〉
リップスティックN レフィル
（全25色）・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,160円
リップスティックケース
・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円 ■本館
　　　　　  リップスティックN レフィル
2色とリップスティック ケースをお買上げ
のお客様に、オリジナルリップスティック
ケース（非売品）を差しあげます。

※限定色を除く「アイグロウジュム」は
　販売中です。

プレゼント



エンデパ

〈ヴィヴィアン タム〉
婦人服スペシャルセール

〈Yosi Exhibition〉　　　8月24日（木）新登場
〈スタジオ バイ ダーバン〉

〈中澤鞄〉婦人ショルダーバッグ「渚のパイナ・
プリンセス」（28×10×高さ29㎝）・・・・・・各31,320円

●パールイヤリングから
ピアス加工
・・・・・・・・・・・・・・・・8,964円から

〈コムイルフォー〉サンダル（21～26㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39,960円から

タンゴダンサーも使用している耐久性に優
れたカラフルなサンダルを特集いたします。

ネックレスの糸替えやイヤリングの加工など
パールアクセサリーのリフォームを承ります。 東西のおしゃれ

を取り入れたオ
リエンタルなレデ
ィスブランド。トラ
ディショナルとモ
ダンスタイルが
融合したウェアを
お買得価格でご
提供いたします。

〈スタジオ バイ ダーバン〉
スーツ・・・・・・43,200円
■本館6階 メンズスーツ

都会的でシックなイ
メージのアイテムが
揃う、トータルメンズ
スタイルブランドが新
登場いたします。

江之島高校で染色を学
ぶ女子学生が、手ぬぐい
メーカー〈グラフィカ〉と遠
鉄百貨店のコラボ企画で
制作したオリジナルデザイ

ン手ぬぐいを期
間限定で販売
いたします。〈Yosi〉版画「いっしょに」

（74×54㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,432円

動物たちを主
人公にメルヘ
ンの世界をア
クリル絵具で
描くYosiさん
の作品をご紹
介いたします。

生活をより豊
かにするアー
ト作品を暮ら
しのシーンに
あわせてご紹
介いたします。

〈セゾンファクトリー〉ミニゼリー①メロン756円
②巨峰 ③マンゴー ④いちご・・・・・・各648円

メロンやマンゴーなど果実味あふれるミニ
ゼリーをバラエティ豊かに取り揃えました。

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ〈コムイルフォー〉

TEL.053（457）5345［直通］まで問

オリジナル浜松注染手ぬぐい
■8月16日（水）629日（火）
■本館7階 キッチンテラス

TEL.053（457）5393［直通］まで問※最終日は午後4時閉場

■8月16日（水）621日（月）
■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

1928年創業、
東京・葛飾
の鞄店。職人
の技で仕上
げた革バッ
グを取り揃え
ご紹介いた
します。

〈中澤鞄〉
■8月16日（水）621日（月）
■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

〈セゾンファクトリー〉特集
■8月16日（水）6 29日（火）
■本館地下１階 〈個性色色〉

TEL.053（457）5449［直通］まで問

■8月16日（水）621日（月）
■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

パールアクセサリー
リフォーム&リペアフェア
■8月16日（水）69月3日（日）

■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

■8月16日（水）621日（月）
■本館5階 特設会場

TEL.053（457）5540［直通］まで問※最終日は午後4時閉場

■         8月17日（木）621日（月）本館8階 催のご案内 ※各日午後6時30分閉場、
最終日は午後5時閉場あ す

婦人服・雑貨
夏もの最終処分市

リビング用品処分市 夏の呉服市

108,000円均一特集
①〈京友禅〉訪問着②〈河合美術織物〉袋帯

遠鉄百貨店厳選 振袖販売会
■スペース8

優美な着物、お買得価格で続 と々登場！

快適な暮らしに役立つ品 を々特別価格で大提供！お見逃し無く！まだまだ活躍する夏ものをお買得プライスで！

同時開催
TEL.053（457）5406［直通］まで問

　　　  〈アジアンデポ〉
・3人掛ソファ（人工ラタン、80×161×高さ61㎝、
ベトナム製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,020円
・1人掛ソファ（人工ラタン、80×73×高さ61㎝、
ベトナム製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58, 104円
・ハンギングチェア（人工ラタン・アイアン、
97×192×高さ192㎝、ベトナム製、設置・送料込）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89,424円

新登場

家具・インテリアフェスティバル
アジア各国の現地工場と直接提携し、輸入から販売までを自社ル
ートで管理している湘南・平塚のアジアンリゾート家具＆インテリア
専門店が新登場いたします。

3人掛ソファ（ウォーターヒヤシンス、
80×165×高さ75㎝、ベトナム製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93,744円

■催会場

■催会場

6〈昭和西川〉合繊
3層敷きふとん（100×210㎝、
ブルー・ピンク）・・・・・・5,400円
《各色5点限り》

6クッションカバー各種
（45×45㎝）1,080円《50点限り》 

4アイデアキッチンツール
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円から

●ベルギー製カーペット各種・・・・・・・・・・・・・・10,800円《10点限り》
●和食器3点よりどり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●バスマット・トイレマット各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円《50点限り》

ワンピース
各種
3,240円

6①カジュアルバッグ
（28×13×高さ24㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
②婦人サンダル各種
・・・・・・・・・・・3,240円から

あす8月17日（木）オープニングサービス

ハンドバッグのタイムサービスも連日開催！

●ネックレス付チュニック各種5,400円《10点限り》
●ロングニット各種・・・・・・・・・・4,104円《20点限り》
●［現品処分］婦人靴各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円均一《50点限り》

●カットソー各種・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から 
●デザインチュニック各種3,240円《30点限り》
●婦人パンツ・スカート各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《計30点限り》

アートの中で暮らす
～お部屋から始まるアートとの出会い～
■スペース8

［青木乃里子 作］カサブランカ
（ジクレー版画、約61×69㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115,668円

TEL.053（457）6024［直通］まで問

TEL.053（457）6024［直通］まで問

TEL.053（457）5393［直通］まで問

TEL.053（457）5302［直通］まで問

■催会場
※価格表示のない家具・小物等はコーディネートの参考品です。

■ 8月24日（木）628日（月）本館8階 催のご案内次週 ※各日午後6時30分閉場、
最終日は午後5時閉場

①

②

浜松注染手ぬぐい
「虎鶴亀甲」
1,404円《150点限り》

プレゼント

オープン記念特典

期間中、10,800円以上お買上げのお客様に革小物
を差しあげます。

Yosi来場 サイン会
■8月19日（土）・20日（日）各日午後2時63時

パールネックレス
●糸替え
・・・・・・・・・3,780円から
●ワイヤー替え
・・・・・・・・・2,700円から

before after

お買上げのお客様、先着50名様に、
〈スタジオ バイ ダーバン〉にて次回
以降のお買い物で使用できるスペ
シャルクーポン券を差しあげます。

予告

※8月20日（日）サイン会終了までにお買上げいただいた額装
品に、作家の直筆サインをお入れいたします。

①
②

③

④
審査と人気投票で10点
の作品の中から選ばれた
デザイン！

①

②

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈髙野屋貞広〉嵯峨の涼風
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

今週の〈全国銘菓〉
外側はシャリッと、内側はしっとり
とした食感の「琥珀」。冷やして
召し上がってもおいしいです。

TEL.053（457）5431［直通］まで問

■11月4日（土）午後1時・3時 
■イ・コ・イ スクエア3階

えんてつコレクション2017

お申込み・お問合せはTEL.053（457）5234［直通］
または、右記のＱＲコードまで。
※一部対応していない機種・アプリがございます。

参加モデル（60歳以上）6０名募集！

※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！


