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まとめ
買いで
お得！

〈スピーディーダック〉
婦人スニーカー各種
3,780円《100点限り》

婦人カジュアル
バッグ各種
・・・・・・2,160円
《30点限り》

4婦人雨傘・晴雨兼用傘
各種1,080円《計100点限り》

婦人マフラー各種
1,080円《20点限り》

婦人レッグ
ウォーマー・ネックウォー
マー各種540円
《計100点限り》

アコヤパール2点セット
（ネックレス：約8.0～8.5㎜珠、
イヤリング：約8.0㎜珠、シルバー）
 ・・・・・・・54,000円《5セット限り》

淡水パール アメジスト
チョーカーネックレス
・・・・・・・・・・・・・・5,400円《10点限り》

8チュニック&パンツセット各種
・・・・・・・・・・・・・・・7,560円《15セット限り》
4婦人日本製カットソー 
2点よりどり 4,320円《50セット限り》

婦人カシミヤセーター各種
・・・・・・・・・・7,000円《200点限り》 男・女児ラッキーパック各種

・・・・・・・・・3,240円《計50点限り》

紳士・婦人
ナイトウェア
各種
2,160円
《計40点限り》

〈日本香堂〉フレグランスアイテム
ラッキーパック（ディフューザーほか、全8点）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《10点限り》
●（ギャレ＆ディッシュほか、全6点）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《10点限り》
●（削り香ほか、全6点）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円《10点限り》

紳士長袖ポロシャツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《30点限り》

ネクタイ各種・・・・・・2,160円から

〈昭和西川〉羽毛掛けふとん
（詰物／ハンガリー産ホワイトダックダウン
93％・フェザー7％、1.2ｋｇ、ピンク・ブルー）
・・・27,000円《各色10点限り》

バスタオルお楽しみ
袋（5枚入）2,000円
《30袋限り》

6〈ハリオ〉フルーツ
スムージーメーカー
1,988円《40点限り》

グラファイトヒーター
3,674円《5点限り》

〈有名ブランド〉婦人帽子各種

婦人ストール各種

防寒
雑貨各種

スカーフ留め各種

婦人服各種

〈タオル美術館〉
アウトレットタオル
詰合せ各種
※写真はイメージです。

児童文具
詰合せ

〈グラフィック
ステーション〉
ランチトートバッグ

紳士カジュアルシャツ各種 ワイシャツ各種

紳士ベルト各種

紳士靴下7足セット
①ニュー
マイヤー毛布
（140×200㎝）
②掛け布団
カバー
（シングルサイズ）

①バスマット
・トイレマット
各種
②洗える
スリッパ

食器ギフトセット各種

婦人2WAYリュック各種
・・・・3,240円《30点限り》

4〈ボンレーヌ〉
婦人靴各種　

3,240円《50点限り》

6試作見本
ハンドバッグ
各種
3,240円
《50点限り》

4婦人パイソン革
財布各種
10,800円《10点限り》

4〈有名ブランド〉
婦人帽子各種
・・・・・・・・・・・・・2,160円
《20点限り》

4婦人ベルト
各種1,080円
《50点限り》

〈有名ブランド〉
婦人財布各種
・・・・・・・3,240円
《20点限り》

①18金ホワイトゴールドアコヤ
パールネックレス（約8.0㎜珠、約40㎝）
・・・・・・・・・10,800円《10点限り》
②14金ホワイトゴールド
アコヤパールピアス（約6.0㎜珠）
・・・・・・・・・・・・5,400円《15点限り》

①18金イエローゴールドダイヤ
モンドネックレス（計0.15ｃｔ、約45㎝）
・・・・・・・・・・・・48,600円《3点限り》
②18金ピンクゴールドダイヤ
モンドネックレス（0.10ｃｔ、約40㎝）
・・・・・・・・・・・・27,000円《5点限り》

①18金ピアス
21,600円《10点限り》
②14金ホワイトゴールド
イヤリング各種
10,800円《10点限り》チュニック各種3,240円《20点限り》

ゆったりサイズのデザインチュニック
各種・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》
4婦人アンサンブルカットソー各種
　　　　　　・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》

6婦人パンツ・スカート
各種・・・・・・・・・・・・・・2,160円
《計30点限り》

デザインカットソー・
チュニック各種
3,240円《計20点限り》

6キャラクター
キャンパス
ノートブックセット
（5冊）467円
《20セット限り》

紳士アウター各種
5,400円《30点限り》

6紳士革小物
・・・・各種540円
　　　《50点限り》

6ボクサーパンツ・
トランクス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
《計50点限り》

4フェイスタオル
各種・・・・・・・300円
《100点限り》

〈ハリオ〉耐熱ガラスカップセット
（5客）・・・・・1,200円《30セット限り》

ハンドバッグ各種・婦人靴各種 2,160円から！！ハンドバッグ・婦人靴のタイムサービスも連日開催！

半期に一度の超お買得チャンス！

※各日午後6時30分閉場、
最終日は午後5時閉場■あす 9月21日（木）626日（火）■本館８階 催会場

オープニングサービス

品質・価格にこだわった見逃せないお買得品！

初日から目玉品が続 ！々売り切れご容赦！

秋のコーディネート
4点セット各種
（ライトコート・ブラウス・
パンツ・ストール）
・・・・・10,800円
《5セット限り》

〈有名ブランド〉婦人靴
各種・・・・・・・3,240円から

《100点限り》

●婦人手袋各種1,080円《100点限り》
●お箸3点よりどり1,080円《40セット限り》
●石鹸お買得パック（10個入）
●入浴剤お買得パック（20袋入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各500円《計100袋限り》

日22金

日23土・祝

20点
限り

30
セット
限り

15
セット
限り

●こども服各種・・・・・・・・《100点限り》
●紳士帽子各種・・・・・《50点限り》
●エプロン各種・・・・・・・・・・《50点限り》
●キッチン雑貨各種《100点限り》

〈有名ブランド〉
婦人革小物各種

連日ご奉仕品

日替り提供品

チェックをお忘れなく！
●〈タオル美術館〉ラッキーパック各種3,240円
●エプロン各種1,404円から ●収納袋各種324円から
●キッチンマット各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円から

超お買得！！

■各日午前10時
　6正午
■本館8階
　中央ひろば

アレも！コレも！ぜ〜んぶっ！
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①

②

ブラックフォーマルアンサンブル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円《20点限り》
ブラックフォーマルバッグ各種5,400円《10点限り》

2本・・・・・・・・・1 0％OFF！
3本・・・・・・・・・20％OFF！
4本以上30％OFF！

① ②

①

①

①

②

②

②

あす

グラス・皿・カトラリー
などまとめ買いの
チャンス！

人気アニメの文房具
が一式揃った、

盛りだくさんなセット！

上質な革を使用した
〈有名ブランド〉の革
小物を多数品揃え！

この秋トレンドの
ファーアイテムなど
防寒雑貨が大集合！

この秋おしゃれに
着こなす超お買得な
4点セット!!

パンプスから
レインブーツまで
売り尽くし価格！！

これから活躍の
ヒーターを

数量限定でご提供！

部屋の香りを爽やかに。
様々なフレグランスアイテム
が揃う豪華なセット！

100
セット
限り

現品売り尽くし！

100
セット
限り

ダイヤモンドコート
フライパンセット（径26㎝）
4,320円《10セット限り》

8〈トーク〉パンプス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から

62WAYバッグ・
ショルダー
バッグ各種
・・・・5,400円

4〈有名ブランド〉婦人雨傘各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円 
6〈有名ブランド〉婦人
①手袋各種
・・・・・・2,160円
②革手袋各種
・・・・・・3,240円

4アクセサリー
2点よりどり
・・・・・・・3,240円

4婦人リバーシブルジャケット
各種・・・・・・・5,400円《10点限り》

4・七分袖ブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
・スカート・・・7,560円

6婦人カシミヤ
ウールニット各種
・・・・・・・・・10,800円
《30点限り》

男・女児衣料各種
・・・・・・・・2,700円から

4紳士スラックス
2本よりどり5,400円

4紳士カジュアル
シューズ各種
3,240円《50点限り》

6紳士リラクシングウェア
上下各種3,132円から

①〈有名ブランド〉肌掛けふとん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《20点限り》
②〈昭和西川〉ウォッシャブル羽毛肌掛け
ふとん（詰物／ホワイトダックダウン85％・フェザー15％、0.3㎏）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円《20点限り》

〈コレール〉
薄くて軽い、割れにくい食器
各種・・・・・・・・・・・・・・・・1,134円から

〈有名ブランド〉
婦人帽子各種3,240円

2〈ゴールデンフット〉
婦人ウォーキングカジュアル
シューズ各種5,400円

①②

②

①

日
（土・祝）
23 日

（日）
24

午前中のみ！

日24日
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〈ピアックス〉①木製花器「きゅうと」
（径約6㎝、全5色）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,024円
②ピアノ鏡面塗装敷板
（金和紙、9×9㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円

〈グランマーブル〉モカショコラ（1箱）1,404円

■9月20日（水）626日（火）
■本館地下1階 食料品催場

TEL.053（457）6003［直通］まで問

秋のお彼岸 おはぎ特集
■9月20日（水）626日（火）
■新館地下1階 和洋菓子

TEL.053（457）5448［直通］まで問

〈グランマーブル〉

味の特選会

■9月20日（水）626日（火）
■新館地下1階 ウィークリースウィーツ

TEL.053（457）5429［直通］まで問※最終日は午後7時閉場

しずおかプロダクツ
■9月20日（水）626日（火）
■新館5階 プラザ5

TEL.053（457）6024［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

6面ダブルキヘイ・ネックレス・ブレスレット各種
※価格は重量及び相場により日々変動いたします。

①〈アルコペディコ〉シューズ
（23～25㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,260円
②〈ハロルル〉ショルダーバッグ
（36×15×高さ22㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円

キヘイオーダーチェーン
特別受注会

■9月20日（水）610月20日（金）
■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

〈ABCマート〉
■9月26日（火）まで■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

〈アルコペディコ〉〈ハロルル〉
■9月20日（水）626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

今年の解禁日は11月16日（木）
ボジョレー・ヌーヴォーご予約承り

■ご予約承り期間
　／11月15日（水）まで
■新館地下1階
〈ワインショップ・エノテカ〉

TEL.053（457）5495［直通］まで問

2018年
カレンダー・ダイアリー特集

■12月31日（日）まで
■本館5階 特設会場
TEL.053（457）5373［直通］まで問

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

①
②

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〉・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円

①
②

①

②

8〈叶匠壽庵〉おはぎ（3個入）・・・・・・・・・・・648円
《9月20日（水）623日（土・祝）の販売、各日30箱限り》
〈新宿中村屋〉おはぎ（こし・つぶ・きなこ）各129円
《9月22日（金）624日（日）の販売、各日各25個限り》
〈又一庵〉おはぎ（こし・つぶ・きなこ）・・・各120円
《9月20日（水）626日（火）の販売》

〈ワインショップ・エノテカ〉   
タイユヴァン ボジョレー・ヴィ
ラージュ・ヌーヴォー・ヴィエイユ
・ヴィーニュ（750㎖）3,780円
※10月末までにご予約およびご
入金いただいたお客様には
5％OFFにてご提供いたします。

〈味の牛たん 㐂助〉牛たん（しお味、100ℊ当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
その他の出展●〈村上重本店〉しば漬 ●〈壽俵屋〉守口漬  
●〈なかほら牧場〉自然放牧ソフトクリーム 
●〈菊の露本舗 喜多林堂〉有平糖割板ピーナツ
●〈江政商店〉いわし丸干し ●〈イノダコーヒ〉アラビアの真珠
●〈京湯葉 巣林庵〉くみあげゆば ●〈岡留かまぼこ〉さつま揚げ

■10月10日（火）まで
■本館7階・新館5階

②〈アラジン〉グラファイトグリル&トースター
（35×33.4×高さ23.5㎝、1300ｗ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,980円

4①〈エピキュリアン〉ハンディボード（33×18.6㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

天然木材繊維を樹脂加工したまな板はそのままサービングでき
るトレーとして使え、とても便利です。

4〈ミヤザキ食器〉
①「墨」スクエアプレート（27×27㎝）・・・・・・・・3,780円
②「墨」タンブラー（径6.7×高さ9.8㎝）・・・・・・・・・・1,404円

筆で描いたようなラインが特徴の『墨』シリーズ。シン
プルな白ベースに描かれた力強いラインが特徴です。

見た目もおしゃれな土鍋は、汚れもつき
にくく、匂い移りもほとんどない優れもの。

③〈ハリオ〉V60 保温ステンレスサーバー600（16.1×12.7×
高さ14.2㎝、容量／600㎖）3,780円 ■本館7階 キッチンテラス

コーヒーの温度を持続させる二重構造。V60ドリッパーが
使えるコーヒー専用設計です。

4〈スタイルホワイト〉萬古焼
①セラミック加工IH土鍋
（径25.5㎝、2.2ℓ、IH対応）・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
②耐熱小鉢（径13㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
■本館7階 和洋食器

③「アビエンテ」
箸置きボールM
（径17.8×高さ11.3㎝）
・・・・・・・・・・・・1,296円
④箸・・・1,296円
■本館7階 和洋食器

■9月20日（水）610月10日（火）
■本館・新館地下1階 食料品、各階喫茶
※収穫状況により、産地・内容が変更になる場合がございます。
※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。

〈なだ万厨房〉松茸御飯二段重（1折）・・・・・・・・・・・・・・・2,592円 ■本館地下1階 惣菜
                      【ご予約も承ります】ご予約は、TEL.053（457）5424［直通］まで

松茸ごはんと寿司、銀杏など秋の食材を
　 豊富に盛り込んだ行楽弁当です。

〈繁松〉のコース料理で人気の穴子入り
黒米寿司をお弁当で。
6〈繁松〉穴子黒米寿司（1折）1,296円
《9月20日（水）624日（日）のみの販売、
各日15折限り、各日午前11時からの販売》
■本館地下1階 個性色色

天ぷらやパスタなど様 な々料理に使
えるエリンギ、舞茸、えのき茸など、盛
りだくさんのセットです。
①〈サンベジフル〉きのこセット
（1盛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円 
■本館地下1階 野菜
②〈花惣〉舞茸の天ぷら（1個）・・162円 
■本館地下1階 惣菜

さんまと舞茸を甘辛だれで仕上げ
ました。ご飯がすすむ美味しさです。
〈日本のさらだ いとはん〉
さんまの甘辛揚げ舞茸添え（100g当り）432円
■本館地下1階 惣菜

③

②

②

③

④

②

①

①

①

きのこを炊き込んだご飯に人気のお惣菜
をたっぷりと盛り付けました。
〈まつおか〉きのこ炊き込み2段弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円 ■本館地下1階 惣菜

旬の素材を吟味し、心を込めて仕上げた、
遠鉄百貨店限定の特製行楽弁当です。
〈梅の花〉てまり（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円
■本館地下1階 惣菜

かぼちゃ風味のシフォンケーキに、
かぼちゃペースト、マロンクリームで
デコレーションしました。
4〈フロ プレステージュ〉秋のかぼちゃ
&マロンシフォン（1ホール）・・・・・・・・・2,376円
■本館地下1階 惣菜

〈なだ万厨房〉ならではの多彩なお料理と秋の味覚の代表「松茸御飯」をたっ
ぷりとご堪能いただけるお弁当です。

〈トラットリア・ジージョ〉
ポルチーニ茸ソースの
黒毛和牛静岡そだちの
煮込み弁当（1折）1,080円
《9月20日（水）624日（日）のみの販売》
■本館地下1階 個性色色
4〈玉乃光〉純米吟醸
ひやおろし（720㎖）1,620円
■新館地下1階 和洋酒

4〈ミニワン〉プチモンブラン（100ｇ当り）
291円 ■本館地下1階 〈ミニワン〉

6〈フォション〉クック・オ・マロン（1個）
302円 ■新館地下1階 〈フォション〉

人気の高い６面ダブルのネックレス。お客
様のご要望に合わせた18金やプラチナの
長さ、重さで制作いたします。

〈メフィスト〉シューズ
「シークレットオブコンフォート」
①（22.5～24㎝）②（23～24.5㎝）・・・各43,200円 

〈メフィスト〉
シークレットオブコンフォート

■9月20日（水）626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

①
②

本格的な品質と快適な履き心地を追求した
期間限定アイテムをご紹介いたします。

ライフスタイルとトレンド、両方の視点から
セレクトしたおしゃれなスニーカーを各種
豊富に取り揃えました。

歩きやすく、疲れにくいポルトガル発の靴
と使いやすいバッグを特集いたします。

パリの名門レストラン、タイユ
ヴァンラベルの定番ヌーヴォー
です。

香り高いコーヒーとショコラの甘さがマッチ
した秋季限定フレーバーが新登場。

人気の高い動物シリーズやおしゃれな花柄
のデザインなど2018年カレンダー、ダイア
リーを各種取り揃えました。

本業に留まらず
新しいものへの
挑戦をしている
静岡企業が生み
出したユニーク
な製品を一堂に
集めてご紹介い
たします。

実りの秋、彩り豊かなお弁当や栗・茸など季節の味を楽しみませんか。

マロンフィリングを包み込み、渋皮ごと
甘露煮にした栗を真ん中にのせた
人気のデニッシュパンです。

国産の栗にこだわり、作り
たての美味しさを大切に
ほっくりと仕上げました。
8〈川上屋〉栗きんとん
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,555円
■新館地下1階 全国銘菓

栗とこし餡を蒸かし、もっちりとした食
感に仕上げました。程よい甘さをお楽
しみください。
8〈杉野屋〉栗蒸し羊羹（1棹）・・・840円
■本館地下1階 遠州グルメ

■新館1階 〈アフタヌーンティー・ティールーム〉

ブラウンマッシュルームと
  ローストチキンが好相性
　の和風パスタ。
   

遠鉄百貨店お弁当宅配サービス エンデパお弁当

お弁当宅配ご注文受付がホームページからもできます。

〈ニナ・ニナ リッチ〉ハンドバッグ
（22×4×高さ14㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

〈ニナ・ニナ リッチ〉フェア
■9月20日（水）610月3日（火）
■本館4階 ミセスエレガンス

TEL.053（457）5352［直通］まで問

プレゼント　　　　　 期間中、10,800円以上お買上げのお客様、先着30
名様に「〈ニナ・ニナ リッチ〉オリジナルポーチ」を差しあげます。

〈ロージリー〉
①楕円バッグ（30×12×高さ19㎝）・・・・・・・1 1,664円
②小物入れ（12×12×高さ16㎝）・・・・・・・・5,508円

〈ロージリー〉
■9月20日（水）626日（火）
■本館4階 特設会場

TEL.053（457）5302［直通］まで問※最終日は午後5時閉場

①

②

バリ島の職人が
自然素材のみを
使用し、伝統の
製法で作りあげた
アタ製品をご紹介
いたます。

優しい肌触りのイタリア製ソフト牛革を使
用した秋の新作をご紹介いたします。

※紳士スニーカーのお取り扱いもございます。 プレゼント　　　　　 ご注文いただいたお客様にプレゼントを差しあげます。

ポルチーニ茸のペーストを使ったラビオリ。
食感と香りを同時に味わえるひと品です。
〈フランス料理 タルタル〉
きのこのラビオリグラタン（1個）・・・・・・・・・・・・・594円
《各日50個限り》 ■本館地下1階 遠州グルメ

　　　4〈アフタヌーンティー・
    ティールーム〉きのことロー
    ストチキンの醤油ベース
パスタ（紅茶付、1人前）・・・1,340円
《9月27日（水）までの販売》

①

②
4〈紅すゞ め〉秋の味覚弁当
（1折、2段）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円 
■本館地下1階 惣菜
【ご予約も承ります】
ご予約は、
TEL.053（457）5468［直通］まで

世界初の「遠赤グラファイト」搭載。わずか0.2秒で発熱し油な
しでグリル料理が完成。フライや蒸し料理が簡単に美味しく。

※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！
■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈石川／諸江屋〉加賀宝生
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

今週の〈全国銘菓〉
生らくがんの間に羊羹をはさ
みました。格調高い風味をお
楽しみいただけます。

TEL.053（457）5431［直通］まで問
今週の遠鉄百貨店
各階のイベント情報は
遠鉄百貨店ホームページ
を今すぐチェック！

※一部対応していない
機種・アプリがございます。エンデパ

Q
R
コ
ー
ド

遠鉄グループ共同企画 第8回えんてつマタニティ教室参加者募集
出産や子育てに関する耳より情報をはじめ、マタニティヨガ講座や抽選会も開催いたします。 2お申込みは

こちらまで

※一部対応していない
機種、アプリがございます。

■10月19日（木）午後2時65時 ■新館8階 えんてつホール ■参加費無料 ■先着30名様 
■対象／出産を控えた妊婦様※ご同伴者1名様まで 
■お申込み方法／メール:maternityschool@entetsu.co.jpにて、お名前・生年月日・ご住所
・お電話番号・出産予定日（ご同伴者がいらっしゃる場合はお名前と続柄）をお知らせください。
※お問合せ／遠州鉄道（株）保険グループ内マタニティ教室事務局 
TEL.053（453）6305［直通］担当／岡野・杉山まで

・・・


