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〈キャンドルショップキナリ〉アロマキャンドル
・・・・・・・・・・・1,296円から■本館2階 婦人洋品

〈トップス〉クリスマスチョコレートケーキ（1台、
約18.5㎝）1,900円《12月16日（土）・17日（日）
・25日（月）のみの販売、各日200台限り》
■新館地下1階 特設会場

〈アナ スイ〉
①マルチケース（11×7.5㎝）・・・・・10,800円
②キーケース（10×6㎝）・・・・・・・・・・・・・・・9,504円
■本館2階 婦人洋品

4〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
  婦人カシミヤストール（30×170㎝）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
      ■本館2階 婦人洋品

6〈ベッドルームアスレチクス〉
婦人ルームシューズ・・・・・・・・・・・・・・・3,672円
■本館2階 婦人洋品

〈サロン・ド・アルファード〉ファーハンドバッグ
（23×11×高さ13.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円

4〈ジュリーク〉
ボディクリーム
ローズキット

〈インココ〉
貼るだけマニキュア
・・・・・・・・・・・・1,188円から
■新館5階 ビューティー＆ヘルス

■12月13日（水）626日（火）
■本館2階 婦人アクセサリー特設会場 

■12月25日（月）まで ■各階で開催

6〈カシオ〉G-SHOCK・BABY-G
「ラバーズコレクション2017」
（ペアウォッチ、ギフトボックス付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,640円
■本館7階 時計

6〈４℃ジュエリー〉ネックレス
①（10金ホワイトゴールド、ダイヤモンド、トパーズ）
②（10金ピンクゴールド、ダイヤモンド、トパーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各25,920円
■本館2階 婦人アクセサリー

4〈ミスティ〉
・イヤリング（シルバー925〈ロジウムプレーティング〉、
キュービックジルコニア）・・・・・・・・・・・21,600円
・チャーム（真鍮〈ロジウムプレーティング〉、
キュービックジルコニア）・・・・・・・・・・・・・・7,560円
■本館2階 婦人アクセサリー

8〈ヴァンドーム青山〉
①リング2本セット
（10金イエローゴールド、ダイヤモンド）
②ネックレス（10金イエローゴールド、
ホワイトトパーズ、ダイヤモンド）
【クリスマス限定ボックス付】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各32,400円
■本館2階 婦人アクセサリー

■12月13日（水）619日（火）
■本館2階 スペース2

〈ナチュラルベーシック〉フェア 

期間限定ショップ

期間限定ショップ

〈サロン・ド・アルファード〉

〈トロワシス〉・婦人ニット・・・・・・・・・・・・・4,212円
・婦人スヌード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円

■12月14日（木）626日（火）
■新館3階 特設会場※最終日は午後6時閉場

〈トロワシス〉

8〈ナチュラルベーシック〉
①婦人ストール（約70×200㎝）30,240円
②婦人マフラー（約40×88㎝）10,800円

4〈ケイ・コレクション〉
バスブーケ（14.5×14.5×高さ9.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
■本館2階 婦人洋品

■12月17日（日）
　午後1時61時30分、午後2時30分63時
■新館1階 
　記念撮影をされた方には素敵なプレゼントを差しあげます！
（各回先着50名様）※カメラ等をご持参のうえご参加ください。

クリスマスツリーの前で
サンタさんと記念撮影

6〈ハウス オブ ローゼ〉
クリスマス限定 クラシック
プーギフトセットNL（ボディ
   ウォッシュ180㎖、ボディミルク180㎖、
    ソルティバス30ｇ、マスコット付き）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
   ■新館5階 
  美容・リラクゼーション

（ボディクリーム
ローズ150㎖、
ローズハンドクリーム
15㎖）3,780円
■新館5階 
 ビューティー
＆ヘルス
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エンデパ

■スペース8

〈ヒルズアヴェニュー〉婦人ショートブーツ
（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各33,480円

日本の靴職人が開発したウェーブソール
が特徴です。エレガントなデザインと優しい
履き心地を両立しました。

〈サントナーナ〉
婦人ショートブーツ
（23.0～24.0㎝）
各24,840円

外反母趾など
の足にも優しい
コンフォートシュ
ーズを取り揃え
ました。

問TEL.053（457）5252［直通］まで※最終日は午後5時閉場

期間
限定

ショ
ップ 〈サントナーナ〉期間

限定

ショ
ップ

■12月13日（水）619日（火）
■本館2階 婦人靴

問TEL.053（457）5252［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈ヒルズアヴェニュー〉
■12月13日（水）619日（火）

■本館2階 婦人靴

てざわりコレクション（約150×200㎝）96,120円

問TEL.053（457）6024［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈たねや〉ふくみ天平（富士山、6個入）・・・1,080円

求肥入りの餡を芳ばしい種ではさんでい
ただく手作り最中を富士山を描いた遠鉄
百貨店限定のパッケージでお届けいたします。 

〈エアウィーヴ〉福袋
「新春初夢セット」早期ご予約承り

■ご予約承り期間／12月13日（水）624日（日）
■お渡し期間／2018年1月2日（火）から
■本館7階 〈エアウィーヴ〉
問TEL.053（457）6585［直通］まで

ハグみじゅうたん展
■12月17日（日）まで

■新館5階 リビングスタイル

期間
限定

ショ
ップ

問TEL.053（457）6503［直通］まで※最終日は午後7時閉場

〈たねや〉
■2018年1月9日（火）まで
■新館地下1階 プラザB-1

本館８階 冬のギフトセンター
■12月22日（金）まで 好評開設中※最終日は午後5時閉場
遠鉄百貨店ネットショッピングでもご注文いただけます。ネットエンデパ

※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
なりました。

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！

■　　 12月14日（木）621日（木）本館8階 催のご案内

冬の婦人
ファッションバーゲン

※各日午後6時30分閉場、最終日は午後5時閉場 
問TEL.053（457）5302［直通］まで

〈キタムラK2〉・革小物各種・・・8,316円から
・ハンドバッグ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円から

期間
限定

ショ
ップ

問TEL.053（457）5302［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈キタムラK2〉
■12月13日（水）619日（火）
■本館4階 特設会場

【各日開催】
足型計測会
■参加費無料
※混雑時はお待ち
いただく場合がございます。

ヨコハマ元町発祥のトラディショナルな雰囲気
漂う上質なバッグをご紹介いたします。

プレゼント　　　　　　期間中、10,800円以上お買上げのお客様、先着100名
様に「〈キタムラK2〉オリジナル時計付きバッグチャーム」を差しあげます。

期間
限定

ショ
ップ

問TEL.053（457）5385［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈オジコ〉
■12月19日（火）まで
■本館5階 特設会場

【同時開催】〈オジコ〉「福袋」ご予約承り
■事前入金制／10,800円《50点限り》
■お渡し期間／2018年1月2日（火）から
※ご予約は店頭受付のみ、数量に達し次第終了とさせていただきます。

親子で楽し
める秋冬も
のアイテムを
豊富に取り
揃えました。

〈オジコ〉スウェット「スタードクター」 
・こども（80～160㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円から 
・大人（レディース・メンズ、M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,128円

安心安全な天然素材を、丁寧な手仕事で
仕上げた優しい色合いが特徴のロハスな
じゅうたん。期間中は、新作を含め全柄を取
り揃えご紹介いたします。 
 
 

〈エアウィーヴ〉福袋「新春 初夢セット」 
（四季布団 和匠 約103×198㎝、ハイパーダウンコンフォート
約150×210㎝、ピローＳ-ＬＩＮＥ約66×40㎝ほか）
■事前入金制／162,000円《10セット限り》

 
※ご予約は店頭受付のみ、数量に達し次第終了とさせていただき
ます。※各種ご優待・クーポン券との併用はいたしかねます。

人気の四季布団
「和匠」。軽くて暖
かいハイパーダウン
　コンフォートの肌
　掛けふとんに、
枕・カバー・シート
クッションが入った
お得な7点セット。 
 
 

カシミヤセーター各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000円

5,400円以上お買上げ
のお客様、先着100名
様に「ブランケット」を差
しあげます。

プレゼント

あ す

今欲しい冬のアイテムを豊富に取り揃え、お買得価格で大提供！

あす14日（木）
オープンニング
サービス

●ジャケット・コート各種5,400円《計20点限り》
●中わたベスト各種・・・・・・2,160円《20点限り》
●パンツ・スカート各種3,240円《計20点限り》

㊧・コート各種
・・・16,200円
・セーター各種
・・・・・・7,560円
・パンツ各種
・・・・・・5,400円
㊨・デザイン
セーター各種
・・・16,200円
・パンツ各種
・・・17,280円

8小さいふ ペケーニョ
（9.2×1.5×高さ7.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・各10,584円
■新館6階 特設会場

6〈SUBU〉
冬のサンダル
（M／約23～25㎝、L／約26～28㎝）
・・・・・・・・・・・・各3,186円 ■新館6階 特設会場

〈ペローニ〉
コインケース（6×7㎝）
各10,800円
■新館6階
特設会場

〈ツイードミル〉
①ブランケット（74×174㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円
②マフラー（25×190㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・各4,212円
■新館6階 特設会場

干支リング「戌」受注会
■2018年1月31日（水）まで

■本館2階 アクセサリー リフォーム&リペア
問TEL.053（457）3311［直通］まで

干支リング 「戌」（8～25号）
・18金イエローゴールド・・・・・・・・59,400円から
・ホワイトゴールド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59,400円から
・プラチナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,200円から
※お渡しは承りから約2ヶ月後とさせていただきます。
 

来年の干支は
「戌」。君主を守
護するとされる
狛犬をモチーフ
にした干支リング
をご用意いたし
ました。

①

②

■12月25日（月）まで ■各階で開催

6〈アンドレアロッシ〉
ペンケース
（19.5×3×高さ5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,700円
■新館6階 特設会場

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈島根／彩雲堂〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柚衣（1個）324円

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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天然の小ぶりの柚子をくり抜き、
蜜漬けした皮の中に「朝汐餡」と
「鹿の子」を入れた和菓子です。 


