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早期ご来店お買上げ特典

ギフトセンターで初めて
ご注文のお客様限定

本館8階 冬のギフトセンター
にて10,000円以上お買上げ
のお客様、先着4,500名様に
差しあげます。
※お一人様1点限りとさせていただきます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

〈ペック〉折りたたみマイバッグプレゼント！

テレホンショッピング

ネットショッピング

■あす11月16日（木）612月22日（金）

■12月22日（金）まで ※最終日は正午までの受付

※お支払い方法：各種クレジットカードのみ

ネットショッピングの「えんてつ冬のトク得ギフト」は
全国送料無料!!

0120-211552
0120-211530

フリーダイヤル

フリーダイヤルFAX

ネットエンデパ詳しくは

ご希望の方は
お気軽にお問合せ
ください。

冬のギフト
カタログを郵送
いたします。

（約30×11×高さ30㎝）

本館８階 冬のギフトセンター開設！

本館8階 冬のギフトセンターを初めてご利用
のうえ、10,000円以上お買上げのお客様に、
新館地下1階〈全国銘菓〉でご利用いただける
クーポン券（300円分）を差しあげます。
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※お支払いは、現金または商品券に限らせていただきます。（一部10％OFF対象外の
商品券がございます。）※10％OFFはお買上げ合計2,160円以上の場合となります。

えんてつカード「ポイント&
クレジットカード」のご提示でポイント

えんてつ百貨店友の会会員証
もしくはご優待券のご提示で

ポイント＆プリペイド・ポイント専用カードはポイント5倍

または

※お支払いは、現金または商品券、えんてつカードによるクレジット支払いに限らせていただきます。

ビール・洗剤・石鹸・入浴剤全品全国送料無料！

特典いっぱいのお得な
ギフト、約600点を厳選！

〈叶匠壽庵〉季節詰合せ（山寿菓）

賞味期限：常温で26日CK

HT068012〈KY-30〉3,240円

〈カイザーハム〉
鹿児島県産
黒豚ロースハム

賞味期限：冷蔵で60日
GJLK

K

SX096016〈KR-50〉
5,400円 ロースハム500g

※受付時間：午前10時6午後6時、最終日は
正午まで ※お支払い方法：クロネコ代金後
払いサービス（コンビニエンスストア《後払
い手数料無料》）、または銀行振込・現金書
留とさせていただきます。 ※銀行振込・現金書
留の場合は、12月20日（水）までのご注文とさ
せていただきます。 ※詳しくはフリーダイヤル
にてお問合せください。

あも（柚子）、餡ぷでぃんぐ×2、栗山家×2、吉上 ×々4

※最終日は
午後5時閉場■あす11月16日（木）612月22日（金）

〈柿安本店〉
黒毛和牛肩ロースすき焼用
HZ003018〈SUE-90〉9,000円＊
国内産黒毛和牛肩ロース（解凍品）約650g、
すき焼わりした160㎖

消費期限：冷蔵で4日
ELKK

〈醸し人九平次〉
純米大吟醸「彼の岸（ひのきし）」
BV024031・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円＊
純米大吟醸「彼の岸」（辛口）720㎖
【36本限り】醸造地：愛知県

〈醸し人九平次〉
「human・
黒田庄に生ま
れて、」詰合せ
BV024066
・・・・・・5,940円＊

FK

FK

純米大吟醸「human」（辛口）・「黒田庄に
生まれて、」（辛口）各720㎖【120セット限り】
醸造地：愛知県

霜降りがきめ細かく綺麗に入っ
ていることはもちろん、肉質が
柔らかく霜降りの脂肪分に甘
味のある風味が特徴。長期肥
育のなかで厳選された飼料に
よる行き届いた管理があってこ
そ生まれる肉の芸術品です。

新たな挑戦を続ける、日本酒
醸造家 久野九平治氏が醸す
最高峰の純米大吟醸です。
日本酒の本質を追究し続け、
世界から脚光を浴びている
蔵元です。

お得なお知らせ!

■11月15日（水）6平成30年1月9日（火）
■新館地下1階 プラザB-1
問TEL.053（457）6503［直通］まで ふくみ天平（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

栗月下（小）・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円 どらやき（粒餡・白粒餡各3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,058円

オリーブ大福（6個入）・・・・972円

〈たねや〉シーズンショップ期間限定出店 

〈なだ万〉和 二段重
（約20.9×24.1×高さ「一の重」
4.4㎝、「二の重」5㎝、約4人前）
70,200円《10点限り》
　　　　　　　　　K 

〈京・料亭 わらびの里〉
和・洋 三段重（約19.1
×19.1×高さ3.5㎝、約4人前）

32,400円《30点限り》
K

ネットエンデパ

※ご予約・お問合せは
　　　0120-355131まで
　お電話による受付は
　午前10時6午後6時
　とさせていただきます。

ご予約承り
◆承り期間 ／12月24日（日）まで
◆承り場所 ／イ・コ・イ スクエア 地下1階
　 おせち料理ご予約承り特設会場

インターネットでも一部商品を承り中！！

カタログをご希望の
お客様はご郵送
いたします。

1872年創業の近江の老舗和菓子舗が
期間限定で出店いたします。

2018年 遠鉄百貨店の



エンデパ

〈ワコール〉大感謝祭 ■11月15日（水）621日（火）
■スペース8

ダイヤモンドネックレスほか・・・・29,700円から

買い取った宝石を、熟練の職人が磨き直し
たお買得ジュエリーを豊富に取り揃えました。

※最終日は午後5時閉場 問TEL.053（457）3311［直通］まで

〈リベルテ〉婦人長財布（20×9㎝）
①11,880円 ②9,720円

収納力に優れたL字ファスナーの薄型財布。
デザインも豊富に取り揃えました。

※最終日は午後5時閉場 問TEL.053（457）5260［直通］まで

リフレッシュジュエリーフェア
■11月15日（水）621日（火）

■本館2階 婦人アクセサリー特設会場

〈シューズイン神戸〉走れるパンプス
（22.5～25㎝、防水加工）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各9,612円

働く女性のための、軽量＆防水のストレッチ
素材の人気パンプスをバラエティ豊かに特集。

※最終日は午後5時閉場 問TEL.053（457）5252［直通］まで

■11月15日（水）621日（火）
■本館2階 婦人靴

〈リベルテ〉フェア〈シューズイン神戸〉期間
限定

ショ
ップ

■11月15日（水）621日（火）
■本館2階 スペース2

〈メフィスト〉ショートブーツ（23～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,496円

長時間歩いても疲れにくい靴として世界的に有名な
〈メフィスト〉の新作ブーツを取り揃えてご紹介いたします。

※最終日は午後5時閉場 問TEL.053（457）5252［直通］まで

〈メフィスト〉フェア
■11月15日（水）621日（火）

■本館2階 婦人靴

〈クリッパン〉
プレミアムストール
（ポケット付）
（65×200㎝）
・・・・・・・・・・・16,200円

スウェーデン発の
ストール。薄くて
軽く暖かい、ポケ
ット付きが可愛い
一枚。また、ブラン
ケットも豊富に柄
を取り揃えてご紹
介いたします。

「ブルゴーニュの至宝」と
称される名門〈ルロワ〉を
はじめ、各種ヌーヴォー
を取り揃えてご紹介いた
します。濃蜜で繊細な果
実味、フレッシュな味わい
を誰よりも早くお楽しみく
ださい。

人体の水分を吸
収して発熱する
機能素材を採
用したインナー。
運動時もドライ
で温かな着心地
を保ちます。

〈ミズノ〉ブレスサーモインナー
「ミドルウエイト」
・クルーネック長袖シャツ
・ロングタイツ・・・・・・・各5,724円

■新館5階 スポーツ
問TEL.053（457）5417［直通］まで ■新館地下1階 和洋酒

問TEL.053（457）5495［直通］まで

あす11月16日（木）は
ボジョレー・ヌーヴォー解禁〈ミズノ〉ブレスサーモインナー

問TEL.053（457）6024［直通］まで

〈クリッパン〉フェア
■11月15日（水）612月25日（月）
■新館5階 リビングスタイル

〈薬師窯〉錦彩招福戌（紅・白）
（紅／高さ6.5㎝・白／高さ10㎝、木札・台・屏風付）1,188円

来年の干支である「戌」の置物を中心に
縁起の良い迎春用品を取り揃えました。

問TEL.053（457）5386［直通］まで

干支置物特集
■12月31日（日）まで
■本館7階 和洋食器

15日（水）1日限りのタイムサービス!!  午後1時から

有名ブランド特集

あったか肌着特集

シェイプインナー特集

あったかナイトウェア特集

ブラジャー & ショーツコーディネート特集

日替り提供品

婦人ナイトウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,212円から

男・女児パジャマ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円から

15日（水） オープニングサービス
●カジュアルノンワイヤーブラジャー《50点限り》
●〈ワコール〉婦人パジャマ・・・・・・・・・・・・・・・《100点限り》
●おしりすっぽりショーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《100点限り》
●スポーツ用機能インナー各種・・・・・《160点限り》
16日（木）
●お買得肌着各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《200点限り》
●黒ブラジャー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》
●Tバックショーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《100点限り》
17日（金）
●肌にやさしいショーツ各種・・・・・・・・・・・・・《100点限り》
●カップ付インナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《30点限り》
18日（土）
●〈ウイング〉婦人パジャマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》
●機能ショーツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》

温かな冬のインナーを取り揃え、見逃せないプライスで大提供！

※写真はイメージです。

①

②

〈ルロワ〉ボージョレ
ヴィラージュプリムール
2017（750㎖）4,860円

問TEL.053（457）5326［直通］まで
※最終日は午後5時閉場

●ブラジャー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円から
●ガードル各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円から
●ボディスーツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円から
●肌着トップ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円から
●ショーツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円から※写真はイメージです。

■新館地下1階 〈全国銘菓〉今週の〈全国銘菓〉
問TEL.053（457）5431［直通］まで

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
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鎌倉にあるドイツパンで有
名なお店のクッキーです。
〈神奈川／ベルグフェルド〉
ミックスクッキー（1袋）1,296円

※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。

お帰りチケットが
自動発券でより便利に！

11月1日（水）から
Q
R
コ
ー
ド※一部対応していない機種・アプリがございます。

詳しくはこちら！


