
エンデパ

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！

※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。

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈千秋堂〉くるみたっぷりゆべし
（3個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

今週の〈全国銘菓〉
問TEL.053（457）5431［直通］まで

大きめに砕いたくるみがゆべし
の上にのった食べごたえのあ
る岩手の銘菓です。

ネットエンデパご予約・ご注文はこちらから
きょうから早期ご予約・ご注文受付スタート!

◆おせち料理 ネットショッピング
■きょう10月18日（水）612月24日（日）
◆えんてつ冬のギフト ネットショッピング
■きょう10月18日（水）612月22日（金）
問TEL.053（457）5256［直通］まで

 　　　　　  期間中、対象ブランドにてブライダルフェア対象品を
お買上げの際、「えんてつカード」もしくは「えんてつ百貨店友の会会
員証」のご提示で10％OFFの特別価格にてお求めいただけます。

〈アシックス〉①オペラパンプス（22～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円
②婦人スニーカー（22～24.5㎝）・・・・・・・・・23,760円

屈曲性とクッション性に優れ、足をサポートする
パンプスや新作スニーカーを取り揃えました。

履き心地が軽く、高いクッション性を備えた新
シリーズをご紹介いたします。
〈コンフォートクリニック〉婦人ウォーキングシューズ
①（21.5～25.5㎝）②（22～24.5㎝）・・・・・・各27,000円

期間
限定

ショ
ップ

〈ペレボルサ〉ハンドバッグ（35×12×高さ17㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,920円

オリジナルの
エナメル革を
使用した上質
なバッグ。存在
感のある独特
な光沢が特徴
です。

ウォーキングシューズフェア
■10月18日（水）624日（火）■本館2階 婦人靴
※最終日は午後5時閉場問TEL.053（457）5252［直通］まで

シンプルなデザインで
持ち物をコンパクトに
運べる機能性に優れた
バッグを特集いたします。

問TEL.053（457）5260［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈ヘルシーバックバッグ〉
■10月18日（水）624日（火）

■本館2階 スペース2

期間
限定

ショ
ップ

問TEL.053（457）5250［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈ペレボルサ〉
■10月18日（水）631日（火）

■本館2階 婦人アクセサリー特設会場

〈ファルファーレ〉エナメルバレエシューズ各種
（21.5～25.0㎝）・・・・9,504円から

カラフルな色
と包み込むよ
うなフィット感
が人気のバ
レエシューズ。

歴史あるジー
ンズブランドか
ら最上級コレク
ションをご紹介
いたします。

期間
限定

ショ
ップ

問TEL.053（457）5319［直通］まで※最終日は午後5時閉場

■10月18日（水）624日（火）
■新館3階 特設会場 問TEL.053（457）6610［直通］まで※最終日は午後6時閉場

〈ファルファーレ〉
■10月18日（水）624日（火）

■新館１階 特設会場
〈アルカンシェル〉
①エンゲージリング（プラチナ、
ダイヤモンドD・VS2・EX 0.252ct）
・・・・・・・・・・・・345,600円から
②マリッジリング
㊤（メンズ、プラチナ950、
・・・・・・・・・・・・113,400円から
㊦（レディス、プラチナ950、ダイヤモンド
0.110ｃｔ）118,800円から
※ダイヤモンドの大きさにより価格は
変わります。

問TEL.053（457）5422［直通］まで

秋のブライダルフェア
■10月31日（火）まで ■本館７階 宝石 ■11月7日（火）まで

■本館7階 キッチンテラス

〈パーカー〉アーバン プレミアム 
ダークブルーCT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円

筆記具の世界を先駆けてきた〈パーカー〉
と〈ウォーターマン〉を特集いたします。

問TEL.053（457）5373［直通］まで※最終日は午後4時閉場

※各日午後6時30分閉場、最終日は午後4時閉場
問TEL.053（457）5373［直通］まで

〈パーカー〉・
〈ウォーターマン〉フェア
■10月18日（水）611月7日（火）

■本館5階 文房具

〈満願堂〉芋きん（１個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

選りすぐった芋を使用し、ひとつひとつ手際
よく仕上げる浅草名物です。

切手・古銭販売会
■10月18日（水）622日（日）
■本館5階 特設会場

無添加馬油から
生まれた肌に優
しいスキンケアア
イテムをご紹介
いたします。

問TEL.053（457）5395［直通］まで※最終日は午後5時閉場

北海道純馬油本舗
（千歳市白樺）

■10月18日（水）624日（火）
■本館7階 スペース7

問TEL.053（457）5393［直通］まで※最終日は午後4時閉場

要予約 お電話＆店頭受付〈アシックス〉足型測定会
■10月18日（水）午後5時まで
　10月19日（木）午後4時30分まで

　　　　　　　　〈コンフォートクリニック〉
シューフィッターによる足と靴のお悩み相談会
■10月21日（土）624日（火）各日午後6時30分まで
※最終日は午後5時まで

〈ヘルシーバックバッグ〉
①ショルダーバッグ
（23×15×高さ43㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・11,880円
②ミニショルダーバッグ
　　　（14×11×高さ25㎝）
　　　　　　 4,104円

期間中、10,800円以上お買上げのお客様、先着
100名様に「ミニバッグ」を差しあげます。

期間中、32,400円以上お買上げのお客様、先着
30名様に「革小物」を差しあげます。

プレゼント

期間中、ご成約のお客様に、本館3階〈ブラッスリー・
ザ・ミニム〉のケーキセット喫茶券をペアで差しあげます。

プレゼント

特　典

プレゼント

〈神戸・山の手スカート&パーカー〉

【感謝セール開催】貴重な切手や古銭を取り
揃え、全品20％OFFにてご提供いたします。
※カタログ等、一部除外品があります。

①切手
「見返り美人」
②1964年
東京五輪
記念銀貨

「切手・古銭」買取・買入れお客様ご相談会

期間
限定

ショ
ップ

スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの陶
器作品を中心にタオルやキッチングッズなど
人気グッズを多数取り揃えてご紹介いたし
ます。

〈リサ・ラーソン〉フェア

■10月18日（水）624日（火）
■新館地下1階 プラザB-１

問TEL.053（457）6503［直通］まで※最終日は午後7時閉場

期間
限定

ショ
ップ期間

限定

ショ
ップ 〈満願堂〉

要予約 お電話＆店頭受付

①

①

①② ②

②

プレゼント

同時開催

〈リーバイス®メイド
＆クラフテッド®〉
ジーンズ
・・・・・・・21,600円

期間中、〈パーカー〉・〈ウォーターマン〉を試し書き
いただいたお客様、先着50名様に「オリジナル
メッセージカード」を差しあげます。

買入れの際には、印鑑と身分証明書（運転免許証・
健康保険証など）をお持ちください。
静岡県公安委員会許可　第491270003624号

①
①

②

③

②

①

②

①馬セラミド美容
原液（美容液、30㎖）
・・・・・・・・・・・・・7,560円
②ナチュラルセラミドローション（化粧水、150㎖）
③ピュアホワイトQ10ベルガモット（馬油クリーム、65ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,780円
●①～③セット価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,420円

遠鉄百貨店
オリジナル 大北海道展秋

の ※最終日は午後4時30分閉場

■好評開催中！10月23日（月）まで
■本館8階 催会場

南かやべ漁業協同組合［函館市川汲町］
①がごめ源そば（160g）
②がごめ源うどん（180g）各648円市場めし 兆

KIZASHI
［札幌市中央区］
漁火弁当
～牡丹エビ～
（1折）
2,376円《各日100折限り》

えんじゅ［札幌市中央区］・・・・・・・・・・・クマ笹
肴や一蓮蔵［札幌市中央区］・・・・かにしゅうまい

駒ヶ岳牛乳
［茅部郡森町］
十勝産あずきパフェ
（1カップ）・・・・・・・・・・・450円

めめ
［札幌市中央区］
　　　  
栗おやき
（1個）
・・・・・・250円

グリコキャラメル
キッチン［千歳市美々］
　　　キャラメル
ビスケット〈ハスカップ〉
（8個入）1,188円
《各日50箱限り》

大金牛肉店
［札幌市中央区］
コンビーフ
（200g）・・・・1,512円

札幌蟹工船［札幌市清田区］
豪快たらば尽くし弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円
《各日100折限り》

焼肉れすとらん 沙蘭
［函館市本町］

牛三昧弁当!!（1折）
2,400円《各日50折限り》

ななつぼし
弁当特集
艶、粘り、甘みのバランスが良く、
お弁当との相性も抜群の北
海道産のお米、ななつぼしの
新米を使用しました。

① ②

今週から登場!

新商品

季節限定

実　演

●　　　  豚丼ポルコ函館本店［函館市松風町］実　演

実　演

実　演

●　　　  すし処雑魚亭［函館市松風町］実　演

石屋製菓［札幌市西区］・・・・・・・・・・・・白い恋人
六花亭［帯広市西二条南］・・・・・・・・・マルセイバターサンド
壺屋総本店［旭川市忠和］・・・・・・・・き花
morimoto［千歳市千代田町］・・・・ハスカップジュエリー
富良野SHINYA［富良野市朝日町］ ふらの雪どけチーズケーキ
カフェアキラ［函館市大手町］・・・・スムージー
円甘味［小樽市入船］・・・・・・・・・・・・・・・・ブリュレカスタードインバウム
木の屋［小樽市銭函］・・・・・・・・・・・・・・・・日高昆布ちりめん
木野商事［小樽市銭函］・・・・・・・・・・・・ネギ・トロロ飯
北見ハッカ通商［北見市卸町］・・ハッカ飴
山下水産［寿都郡寿都町］・・・・・・・・生たきしらす佃煮
佃善［札幌市手稲区］・・・・・・・・・・・・・・・・じゃが豚
松尾ジンギスカン［滝川市明神町］ 特上ラムジンギスカン

第2弾も継続出店中！

ほか

Walking Shoes Fair

〈リーバイス®メイド＆クラフテッド®〉
デビューフェア

LISA LARSON
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オカシナ、お菓子なパーティだ！

濃厚魚介とろ旨チャーシュー麺（1杯）1,296円《各日100食限り》 三大かに入り三色丼（1人前）2,970円

イートイン

イートイン

吉山商店
［札幌市東区］

全国各地のラーメン
を食べ歩いた店主
が目指した「五感で
味わうラーメン」は、
香ばしく濃厚。やわら
かなチャーシューが
味の決め手です。

イートイン

鮨のぶ
［札幌市中央区］

ぷりっぷりの食感の
厳選された三種類
のカニの身と、ウニ、
イクラをたっぷり盛り
込んだ三色丼。それ
ぞれの美味しさを存
分にお楽しみいただ
けます。

ロイズショップSHOPえびすかぼちゃのホクホクピッツァ（冷凍、1枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円 ※よりどり3枚3,500円

ロイズ［札幌市北区］
8ロイズハロウィンアールショコラ
（4種詰合せ、計20個入）・・・・・・・・・・・・・・・820円
4ロイズハロウィンピュアチョコレート
（2種詰合せ、計40枚入）・・・・・・・・・・・・・・・896円

牧家［伊達市乾］
牧家のスイートパンプキンプリン（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

■好評開催中！
　10月23日（月）まで
■本館8階 催会場

※最終日は午後4時30分閉場
大北海道展

今週も見逃せない! !至高の北海道グルメを出来たてで。

2焙煎ごまみそ
らーめん（1杯）864円

※イートインは各日
午前１０時３０分からの
営業、ラストオーダーは
閉場の１時間前まで

※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。

綠華菓［恵庭市漁町］
小樽洋菓子舗 ルタオ［小樽市堺町］

新商
品

北海道×ハロウィン特集

6ハロウィンポティロンドゥーブル
（径約12㎝）1,944円《各日30個限り》

2　　　ごろごろ栗まろーねかぼちゃパイ
～北海道富良野産～（径約10㎝、1個）
378円《各日500個限り》

北海道栗山町産の栗マロンかぼちゃを
使用したドゥーブルをハロウィンの装いで。

ねっとりとした食感で甘みの強いかぼちゃと
チーズの味が見事にマッチした一枚。

コロンとした形が可愛いパンプキンプリ
ン。カラメルソースをかけて召しあがれ。

北海道産の素材を使ったケーキづくりを
大切にしている〈綠華菓〉。佐呂間町産
かぼちゃをたっぷりと使用。栗のように甘いかぼちゃの美味しさが

そのまま楽しめる素朴なパイです。 2北海道パンプキンタルト（径約12㎝）1,404円
《各日200個限り》

レ・ディ・ローマ・プラス［札幌市南区］

遠鉄百貨店
オリジナル

数量
限定

数量
限定

秋
の

2のぶ特選握り
（10貫）・・・・・・・・・・3,240円

実　演


