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婦人スニーカー①〈アディダス〉・・・・9,6 12円
②〈ニューバランス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

〈ジェリービーンズ〉パンプス各種
（22.0~24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,992円から

〈パンドラ〉①リング各種・・・・・・・・・・・・6,480円から   
②ブレスレット（シルバー・エナメル）・・・・・・・・・25,920円
　　　　　　　　　　　（チャーム各種10,800円） 〈フォーリア〉ビジネスバッグ（A4対応・ショルダーベルト付、

40.5×9×高さ30㎝、牛革、日本製）・・・・・・・・・・・・・・・・・51,840円   

〈オジコ〉長袖Tシャツ「飛行機雲」   
・こども（80～160㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円から
・大人（レディス・メンズ、Ｍ・Ｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,832円

〈ワコール〉「マタノアツコ」婦人パジャマ   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（M・L）10,800円・（LL）11,880円

〈タグ・ホイヤー〉カレラ キャリバー ホイヤー01 
クロノグラフ（紳士用、自動巻、ステンレススチール、ケース径45㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599,400円

〈ジェリービーンズ〉
■9月13日（水）619日（火）
■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

〈ABCマート〉
■9月13日（水）626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

博多メードレザーバッグ
〈フォーリア〉期間

限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■9月13日（水）626日（火）
■本館6階 鞄・旅行用品

TEL.053（457）5349［直通］まで問※最終日は午後6時閉場

〈パンドラ〉1周年記念フェア
■9月17日（日）630日（土）
■本館2階 婦人アクセサリー

TEL.053（457）6596［直通］まで問

〈オジコ〉
■9月13日（水）626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

ジーンズショップ
〈レッドカード〉フェア
■9月13日（水）626日（火）
■新館4階 ジーンズショップ

■新館6階 デニムセレクト フォーメン
TEL.053（457）5319［直通］まで問

TEL.053（457）6890［直通］まで問

〈マタノアツコ〉フェア
■9月15日（金）626日（火）
■本館5階 特設会場

TEL.053（457）6570［直通］まで問※最終日は午後4時閉場

〈タグ・ホイヤー〉フェア
　　　　■9月13日（水）626日（火）
■本館7階 時計 TEL.053（457）5408［直通］まで問

※食料品の各種ご優待、えんてつカードのポイント付与およびポイントでのお支払いは除外とさせていただきます。 ※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を中止する場合もございます。 ※写真は調理・盛り付けの一例です。

プレゼント 期間中、10,800円以上お買上げのお客様、先着50名様に、
〈パンドラ〉オリジナルセレクト「KUSMI TEA」を差しあげます。

プレゼント 期間中、お買上げのお客様に「オリジナルクラッチバッグ」
を差しあげます。※数に限りがございます。

①
①②

②

①レディス「Anniversary 25th」20,520円
②メンズ「Rhythm スリムテーパード」20,520円

京都・東山茶寮〈京都府宇治市〉
八天堂〈広島県三原市〉
冷やして食べるくりーむパンとしても大人気！とろける
クリームは味のバラエティも多彩です。
くりーむパン各種（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210円から

コーナーポケット〈山梨県韮崎市〉
山梨・韮崎市の美味しい手作りパン屋として有名です。
今回は地元のぶどうを使ったパンを特別にご用意いたしました。
韮崎穂坂のデラウェアぶどうパン（1本）・・・・・・・・・・・・・1,080円 

三井楽水産
〈長崎県五島市〉

8あぶり鬼鯖鮨（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円
《各日30折限り》

4五島鬼鯖棒鮨（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円

崎陽軒〈神奈川県横浜市〉

くらま辻井〈京都府京都市〉
①うなぎ山椒煮
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円
②かき生姜煮（100ｇ当り）1,296円

ラ・マーレ・ド・
チャヤ〈神奈川県三浦郡〉

4葉山マーケットタルト（リンゴ
・洋梨・オレンジ、1台）各1,296円
《各日計100台限り、お一人様
計2台限り》

QRコード
※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

クーポン
プレゼント!

遠鉄百貨店と「友だち」のお客様に、各日先着200名様に
「まるごとイチオシ日本の美味しいもの展」でご利用いただける

■9月13日（水）615日（金）
■本館8階 中央ひろば

※最終日は午後4時30分閉場■9月13日（水）619日（火）■本館8階 催会場 遠鉄百貨店
静岡伊勢丹
共同出店

遠鉄百貨店
静岡伊勢丹
共同出店

美食のプロと

ドッキング！

玉出木村家〈大阪府大阪市〉

①カトルカール（1個）・・・・・・・・・・・216円②エンサイマーダ（1個）・・・・・・1 62円
③ロールデニッシュ（1個）・・・216円④シナモンロール（1個）・・・・・・237円
⑤ヴェネティアーナ（1／2サイズ）518円

東京ミルクチーズ工場〈東京都千代田区〉

①ミルクチーズケーキ（1ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円
②ポルチーニ&ゴーダクッキー（10枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・918円
③ソルト&カマンベールクッキー（10枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

さまざまなチーズを使った個性的なスウィーツ。あとを引く美味しさ。
お子様のおやつにぴったりです。

京都まるもち家〈京都府京都市〉
まるもち15個入セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,230円 

庵月〈大阪府大阪市〉
栗蒸し羊羹（ハーフサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円

今西食品〈兵庫県美方郡〉
かに弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

さいき家〈京都府京都市〉
鰻だし巻弁当（1折）・・・・・・・・1,944円

Dining萬来
〈鹿児島県志布志市〉
さつま豚角煮弁当（1折）1,080円 

寿司割烹おおむろ
〈大分県佐伯市〉
海のお宝弁当（1折）・・・・・・2,160円

米沢 琥珀堂〈山形県米沢市〉
米沢牛ステーキＭＩＸ弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,430円

岩崎本舗〈長崎県長崎市〉
長崎角煮まんじゅう（1個）400円

ぶんごや〈大分県中津市〉
聖地中津からあげ「骨なしもも」
（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

佐藤水産〈北海道札幌市〉
鮭ルイべ漬（180ｇ）・・・・・・・・・1,080円

天旬〈山形県東根市〉
とろ甘海老押し寿司（1折、5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

久羅沙喜〈広島県広島市〉
花瑠＆花星（オイル＆オイスター）
（200ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,782円

桑水流畜産〈宮崎県小林市〉
黒豚みそ漬（1枚、約130g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

なつま屋〈大分県由布市〉
①鶏めし（3個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
②とり天（約200ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・864円

骨付鳥 一鶴〈香川県丸亀市〉
ひなどり（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・894円

井上誠耕園〈香川県小豆郡〉
新鮮檸檬オリーブオイル
（オーストラリア産、117ｇ）・・・・・・・・・1,620円

三葉製菓
〈北海道旭川市〉
黒豆茶（1袋、600ｇ）・・・・・・・・2,592円

ミスターフレンドリーカフェ
〈東京都渋谷区〉ミスターフレンドリーの
ホットケーキ・トートバッグセット
（18個入×2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

法多山名物だんご企業組合
〈静岡県袋井市〉法多山名物
厄除だんご（1箱）・・・・・・・・・・・・・600円

実 演

実 演 実 演

実 演

仏蘭西菓子
レニエグラン
メゾン〈愛知県名古屋市〉

6新栗レニエの中津川
モンブラン（1個）・・・・・・・594円

アンジェリカ
〈愛知県豊橋市〉

6①濃厚チーズタルト（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238円
②魅惑のクリームパイ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 16円

旬香〈熊本県阿蘇郡〉
4ジャンボ芋かりんとう（400g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円 

ピッコロッソ
〈兵庫県姫路市〉
2神戸ピザよりどり3枚
（径21㎝）
・・・・・・・・・・2,998円

みるく工房
タンポポ〈群馬県高崎市〉
4飲むヨーグルト（900㎖）648円

新登場

食のプロと食いしん坊まるごとメンバー納得の美味ばかり！　

久原本家 茅乃舎
〈福岡県糟屋郡〉

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演 実 演

実 演

①

①

①

②

②

②

③

掲載品以外の出店

100円

各日先着
200
名様

遠鉄百貨店
静岡伊勢丹
共同出店

　　 高砂アラレ
　　　　〈和歌山県岩出市〉
新登場

創業80余年、和歌山県
でも唯一の昔ながらの杵
つきあられを作り続けて
いる名店です。
4あられ各種（1袋、110ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

遠鉄百貨店
静岡伊勢丹
共同出店

① ②

タルトのサクサクした生地と
フルーツの美味しさが見事
にマッチした葉山を代表す
るスウィーツです。

今までになかった口溶け
滑らかでまったりと香りが
広がるチーズケーキ。

明治39年に大阪で創業した
〈玉出木村家〉はヨーロッパの
製法を受け継いだふわふわ食感
と優しい甘さを大切にしています。

長谷川シェフが岐阜県の
中津川の栗に惚れ込んで
生まれた上品な味わいの
モンブランです。

ライフスタイルとトレンド、ふたつの視点から
セレクトしたスニーカーを豊富に取り揃えて
ご紹介いたします。

今年らしさと履きやすさを兼ね備えたデザイン
パンプスを特集いたします。

人気の日本の
デニムブランド、
〈レッドカード〉の
新作を各種取り
揃えました。

大人とこども、いっしょに楽しめる〈オジコ〉から
長袖Tシャツの新作をご紹介いたします。

裁断から縫製、仕上げまですべての工程を
自社工房で行なっているレザークラフトメーカー
のビジネスバッグを特集いたします。

エナメルを手塗りしたシックなチャームや新作
リングなどをご紹介いたします。

イラストレーター
＆デザイナーと
して活躍する
AtsukoMatano
の世界を感じる
 ウェアや寝具・
タオルを、多彩に
取り揃えました。

自社製キャリバーHeuer01搭載のスケルトン
モデルをご紹介いたします。

②

①

③

④

⑤

遠鉄百貨店
静岡伊勢丹
共同出店

遠鉄百貨店
静岡伊勢丹
共同出店

◎日本平ホテル ペア宿泊券（1泊2食付）1組2名様（静岡伊勢丹協賛）
◎全国百貨店共通商品券 3,000円分×10名様

会場内でお買上げごとに1枚応募券を差しあげます。
必要事項を明記のうえ会場内の応募箱にご投函ください。

※当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

京都府産宇治抹茶と静岡川根煎茶の
ゼリーを鮮やかに盛りつけました。
宇治抹茶と川根煎茶の彩りあんみつ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

①
②

4特製シウマイ（12個入）・・・・・・・・・・・・1,420円

〈レッドカード〉
デニム

共同企画

共同抽選会

BABBI
〈東京都中央区〉
チョコレートが
決め手の大人の
ジェラートです。
4ソフトジェラート 
マロングラッセ＆
チョコレート（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

遠鉄百貨店・静岡伊勢丹 限定販売 遠鉄百貨店・静岡伊勢丹 限定販売

やきもん道場森久
〈大阪府羽曳野市〉
国産和牛のみを使用した本場
大阪の味。噛みしめるほどに旨
味が口の中に広がります。
6国産牛とろホルモン（180ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,381円 

《各日午前11時からの販売》

8①茅乃舎だし（8g×30袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円 
②茅乃舎つゆ（500㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
③煎り酒（150㎖）・・・・・・540円

自然食の店「茅乃舎」の料理長が、
　　国産素材を配合し、ご家庭で
　　　使いやすく仕上げました。

①② ③

旭洋丸水産〈静岡県賀茂郡〉さば味醂 砂灯〈愛知県豊橋市〉若鶏の肝煮込み
北前船のカワモト〈福井県敦賀市〉手すきおぼろ昆布
ヤマヲ水産〈島根県松江市〉無頭はたはた一夜干し
小豆島 　八〈香川県小豆郡〉　八麺 かまぼこの村上〈愛媛県今治市〉水軍じゃこ天
博多うち川〈福岡県福岡市〉無着色からし明太子




