ふわっと軽いスマイルコットンの
白シャツにはカラフルなボタニカル柄
のショートパンツをあわせて。
4
〈マウリツィオバルダサーリ〉
・ジャージーシャツ
・・・・・・・・・・・・・28,080円
・パーカ 31,320円
・ショートパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
■本館6階
メンズカジュアル

南国ムード漂うビビッドカラーとウエスト
を絞ったシルエットのシャツワンピース
で今夏らしいスタイルに。
4
〈イネド〉
ワンピース・・・・・・31, 320円
■新館3階 キャリアキャラクターズ

【予告】
〈イネド〉25thアニバー

サリー期間限定ショップ

ブランド設立25周年を迎える
〈イネド〉。
カットソーやブラウス、
雑貨などの記念
アイテムを多数取り揃えました。
■ 5月24日
（水）
630日
（火）
■新館3階 特設会場

夏をイメージしたシックなデザインが着こなしに
クールな印象をプラス。
〈パンドラ〉
・ブレスレット・・・・・・・・・・・・9,720円から
・チャーム各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円から

柔らかなパイル生地が極上の肌触りと
リラックス感を演出。潮風を感じさせる
マリンスタイルで休日を楽しんで。
4
〈シーグリーン〉紳士
・ワイドボーダーパーカ・・・・・・・29, 1 60円
・Tシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 0,260円
・ショートパンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
■新館6階
〈デニムセレクトフォーメン〉
素朴ながら肌をやさしく包み込む
遠州織物の生地を使ったやさ
しい質感のワンピースです。
6
〈HUIS.〉
ワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,144円
■新館5階 リビングスタイル
上身頃に麻素材を組み合
わせたワンピースです。
袖が可愛い一着は夏の
お出かけにオススメ。
4㊧〈組曲〉
ワンピース
・・・・・・・1 5 ,120円
（100〜140㎝）
ほどよいハリのあるブロード
素材シャツはこの夏、注目
のボタニカルプリントです。
4㊨〈ワスク〉
・シャツ（100〜150㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,504円から
・パンツ（90〜160㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円から
・ハット（52〜56㎝）6,480円
■本館5階
ベビー・こども服

※写真の組み合わせは75,600円です。

■ 本館2階

婦人アクセサリー

デザインから製造まで
全てメイド・イン・ハワイ。
上質なレザーの感触が
心地よいサンダルです。
6
〈アイランドスリッパ 〉
紳士レザーサンダル
（26〜28㎝）各15,984円
■新館6階〈デニムセレクトフォーメン〉

使いやすく、便利な
「楽折スタイル」。
夏らしい爽やかなカラーリングです。
婦人晴雨兼用傘・・・・・・・・各12,960円
■本館2階 婦人洋品

気になる初夏のニュースを誰よりもいち早くキャッチ。
②

①

①

インパクトのある配色と大きなインデックスで開放
自然をデザインモチーフにした照
感を表現した遊び心をくすぐるモデル。
ペアでも
明器具。緑の葉の間から木漏れ
お楽しみいただけます。
陽のような明かりを照らします。
4①〈 I.T.A.〉
カサノバ・ビーチ ミディ
6
〈ディグラッセ〉
（男女兼用、
クォーツ、
ケース径39㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57,240円
①オーランド ペンダントランプ
・・・・・・・・・・・・・1 6,200円
（径約30×高さ18㎝）
タウンにもマッチするデザインにアレンジしたダイ
バーズウォッチ。200m潜水用防水、
耐磁機能付。 ②フォレスティ テーブルランプ
②〈セイコー〉
プロスペックス ダイバースキューバ （径約25×高さ42㎝）・・・・・・・・・・・・23,760円
■本館7階 和洋食器
SBDN025（紳士用、ソーラー、ケース径45.5㎜）43,200円
■ 本館7階 時計

①

②
①

遠鉄百貨店オリジナル

IDペンダント

婦人UV手袋

■ 5月17日
（水）
623日
（火）

■本館2階

婦人アクセサリー
〈アクセサリー リフォーム＆リペア〉
問

問

■本館2階

①

ペンダントトップに名前や誕生日などを刻印。
お子様やお孫様の誕生記念にいかがですか。
価値ある18金製。
ＩＤペンダントトップ（約22×14×厚さ1㎜）
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,400円

■ 5月17日
（水）
623日
（火）
■本館2階

※最終日は午後５時閉場

問

スペース2

TEL.053（457）5260［直通］
まで

②

TEL.053（457）3311［直通］
まで

※チェーンは別売りです。

各24,840円
■新館6階 特設会場

〈デコレーションデザイア〉

婦人洋品

TEL.053（457）5260［直通］
まで

ドライ感があり、
肌への密着やべたつきがない
ボイル生地を使った涼感UV手袋です。
この
夏は指なしデザインもご用意いたしました。
【遠鉄百貨店オリジナル】婦人UV手袋
（レングス各50㎝、全6色）

①（指あり）・・・・・3,780円②（指なし）・・・・・・・3,564円

〈カナナプロジェクト〉
フェア
■ 5月17日
（水）
623日
（火）
■本館4階

※最終日は午後５時閉場

①

①

シックな色目に注目。
大人の落ち着きを感じさせる
小物使いでセンスアップ。
①紳士インポートハット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
②〈アールダム〉紳士サマーストール10,800円
■本館6階 紳士洋品・雑貨

（ライトグレー・ホワイト、
25〜28㎝）

②

デザイナー穂積かおるさんによる帽子ブランド。
自由に楽しくファッションを楽しんでいただける
帽子を期間限定でご紹介いたします。
〈デコレーションデザイア〉
婦人帽子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①17,280円②21,600円

問

特設会場

TEL.053（457）5302［直通］
まで

上品でかつエレ
ガントな表情を
② 大切に、
型崩れ
しにくく、
使い勝
手をアップさせ
た新作のほか
限定品も揃え
てフェアを開催
いたします。

〈カナナプロジェクト〉
① 3WAYリュック（37×13×高さ28㎝）・・・21,600円
②2WAYリュック（28〈42〉×14×高さ26㎝）19,440円
プレゼント 期間中、7,560円以上お買上げのお客様、
先着30名様にプレゼントを差しあげます。

ファンタジーアート＆
コレクションフェア

■ 5月17日
（水）
623日
（火）
■本館5階

※最終日は午後4時閉場

問

涼しげなカラーストライプ柄平織り
じゅうたんを取り揃えました。
6
〈ハグみじゅうたん〉
リバーシブルストライプシリーズ
（約170×240㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・59,400円
■新館5階 リビングスタイル

〈ヨネックス〉
パワークッション

■新館5階 スポーツ

問

TEL.053
（457）
5417
［直通］
まで

問

TEL.053（457）5373［直通］
まで

ディズニーを愛す
るアーティストが
手がける絵画、
陶磁器製フィギュア、
稀少なセル画な
どの作品を期間
限定で展示販売
いたします。
スタジオアート
「Smile Donald」
（52×42㎝）

9 1,800円

・・・・・・・・

〈山田屋〉
創業150周年記念商品
■新館地下1階

特設会場

足にかかる衝撃を吸収しながら、反発力で
前進するエネルギーを生み出すクッションが
人気のシューズからメッシュを使った新作が登場。
〈ヨネックス〉
パワークッション
（ブラック・ホワイト・ネイビー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円
【イベント】足型計測会
■ 5月27日
（土）
午前10時6午後5時30分

〈ヨネックス〉
の専門スタッフがお客様に合う最適な
シューズ選びをお手伝いいたします。

南イタリアの美しい海と植物をイメージし
たトイレタリー用品。
〈レッチェ〉
・トイレマット・・・・・・・・・・・・4, 1 04円
・フタットシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
・スリッパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
■本館7階 タオル・バス・
トイレタリー

和洋菓子

TEL.053（457）5431［直通］
まで

てぼう豆ときび糖を使用し、
山田屋まんじゅうと
同じ製法で作った特別記念商品。
コクのある
甘み、風味が特徴です。
〈山田屋〉
「こきび」
（1箱、10個入）・・・・・・・・・・・1,188円

期
シ 間
ョ 限
ッ 定
プ

200年以上の歴史を持つプロヴァンスのテキスタイルを用いた
雑貨やウェアをご紹介いたします。
※最終日は
■ 5月17日
（水）
623日
（火）■新館1階 特設会場 午後６時閉場

6〈Gola（ゴーラ）〉
紳士スニーカー

期
シ 間
ョ 限
ッ 定
プ

〈トゥモローランド／ソレイアード〉
ポップアップショップ

水や汚れに強く、
お手入れが簡単
なイスラエルのブランドマット。
〈ベイジャフロール〉
プレースマット（33×50×厚さ0.2㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,1 60円
■本館7階 キッチンテラス

1905年にイギリスで
誕生した
〈Gola（ゴーラ）〉。
クラシックでヨーロッパ
らしい洗練されたレトロ
デザインシューズです。

胸元からウエストの切り替え
8 ①〈マニュ〉
デザインが女性らしいワンピース。
婦人サンダル（22.5〜24.5㎝）
赤のカーディガンを組み合わせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円
たら心も華やぐ着こなしに。
6②〈サヴァサヴァ〉
〈シビラ〉
・カーディガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・29, 1 60円
婦人サンダル（22.5〜24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,824円
・ワンピース42,120円・サンダル28,080円
■本館3階 コンテンポラリースタイル
■本館2階 婦人靴

期
シ 間
ョ 限
ッ 定
プ

ソレイアードの魅力であるプロヴァンスプリントの軽やかな素材の
ワンピースです。
〈トゥモローランド／ソレイアード〉
・レイオーバードレス・・・34,560円
・バッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円 ■新館1階 特設会場

②

この夏、
マストアイテムと
して注目のコルクソール。
涼しげな色使いとシン
プルなデザインで足元
をすっきりとした印象に。

②

リゾート気分が楽しめる明るく爽やかな
カラーリングが魅力です。
〈ミッソーニ〉
・ピローケース（M）3,240円（Ｌ）3,456円
・掛け布団カバー（シングルロングサイズ）10,800円
■本館7階 寝装品

〈満願堂〉

■ 5月17日
（水）
623日
（火）
■ 新館地下1階 プラザＢ１

※最終日は午後7時閉場

問

TEL.053（457）6503［直通］
まで

厳選した上質のさつまいもを使用し、
ひとつ
ひとつ手際よく仕上げる下町浅草の名物です。
〈満願堂〉芋きん（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

