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■2月14日（水）まで ■各階で開催
■1月31日（水）62月6日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

貼るだけピアス1,836円から

耳に貼るだけの痛くならな
い新感覚ピアスです。

■2月3日（土）・4日（日）の2日間
■本館2階 特設会場
■参加費／500円（一枚）
※最終日は午後5時閉場※本館8階 「アムール・
デュ・ショコラ」の当日のお買上げレシートをご提示
のお客様は300円でご参加いただけます。

　　　　　　　〈ジルスチュアート〉クリスタル
ブルーム パフュームド ヘアミスト（限定2種、全4種）
・・・・・・・・・・・・・・各3,888円 ■新館1階 化粧品
※限定品のご購入はお一人様2点までとさせていただきます。

4〈スポンジェレ〉ワイルドフラワー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,268円
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

〈ピッピ〉期間限定ショップ

〈苺一絵〉似顔絵イベント2月2日（金）発売

3〈スワティ〉コンペイトウキャンドル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,296円
■本館7階 タオル・
バス・トイレタリー

SNS等のアイコンにも使える
似顔絵を、その場で描きます。

誠に勝手ながら2月6日（火）は棚卸しのため、午後6時30分までの営業とさせていただきます。
※本館８階 催会場「アムール・デュ・ショコラ」は通常通り午後7時30分まで営業いたします。 ※本館８階 レストラン街・本館2階〈星乃珈琲店〉は通常通り午後9時まで営業いたします。お知らせ

■2月14日（水）まで■本館8階 催会場
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 ※最終日は
午後6時閉場

日替りショコラ

〈デメル〉ザッハトルテ3.5号
（径約10.5㎝、1個）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《50点限り》

〈辻利〉
京濃い茶ロール（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円《60本限り》

〈カカオ サンパカ〉
ブラッソ デ ショコラタ（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円《50本限り》

〈ピエール マルコリーニ〉
エクレアセット（2本入）1,512円
《100セット限り、お一人様2セット限り》

パティシエセレクション2018
ショコラアソート（ボンボン）
（6個入）・・・・・・2,376円《200点限り》

2月1日（木）のみ 2月2日（金）のみ 2月3日（土）のみ 2月4日（日）から 2月5日（月）から 2月6日（火）のみ、午後3時から
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世界から選りすぐりの味わいが集う、ショコラフェス！

話題の蔵元〈萬乗醸造〉
で醸された日本酒との
コラボレーション。
自然な酸味とカカオ
の香りが楽しめます。

〈イヴ・チュリエス〉フルーツコレクション6粒
（6粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,078円3

〈ルシャトー〉コーヒー（75g）1,458円3

〈ca ca o〉
生チョコソフトパッション・・・・・540円

テイクアウトスウィーツ

ネットショッピング
好評開催中！■2月2日（金）まで

ネットエンデパ詳しくは

スケール
アップして

新登場

〈メゾン ショーダン〉
プール オ SHIZUOKA
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・2,160円

きょう
1月31日（水）
から販売！

〈シルスマリア〉
九平次生チョコ
レート（16個入）
1,944円3

〈パティシエ エス コヤマ〉小山流
バウムクーヘン～ダブルカカオ～
（1個）1,728円《120点限り》

※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。※商品の内容、形状が一部変更となる場合がございます。※写真は盛り付けの一例です。※輸入状況により、販売期間が異なる場合がございます。※商品に含まれるアレルギー物質につきましては売場販売員におたずねください。

話題のジェラートやドリンクを会場内
でお召し上がりいただけます。

テイクアウトスウィーツ

本館8階 催会場
で開催中！

静岡県産の素材にこだ
わったショコラ。白隠正宗
の「純米吟醸」、なかじ
ま園の「いちごのしずく」、
三ケ日みかん「ピューレ」
を使用した、静岡限定の
ショコラアソート。



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。

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈京都／豆政〉夷川五色豆
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432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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柔らかな仕上げと上質の砂糖
が持つさわやかな甘みが特徴
の豆菓子です。

〈華の風〉婦人靴（22～24.5㎝）・・・各15,984円

日本の職人が手作りした本革の毎日履ける
心地よい靴。幅広サイズのコンフォートシュー
ズを豊富に取り揃えてご紹介いたします。

上質な素材と
上品で女性ら
しいデザインの
ナイティ＆ルー
ムウェアをご紹
介いたします。

問TEL.053（457）6024［直通］まで

期間
限定

ショ
ップ

〈だるま食堂〉もつ煮（500ｇ）・・・・・・・・・・・・・1,296円

創業４８年来守り続けてきた秘伝の赤味
噌がやわらかなモツに染みています。

■新館5階 プラザ5
問TEL.053（457）5252［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈華の風〉 
■1月31日（水）62月6日（火）

■本館2階 婦人靴
問TEL.053（457）6003［直通］まで

群馬グルメフェア
■1月31日（水）62月6日（火）

■本館地下1階 北東入口特設会場

クーベルチュールチョコレートやカラフルな
デコレーションキットなど、バレンタイン向け
の製菓材料を豊富に取り揃えました。

問TEL.053（457）0333［直通］まで

〈ＴＯＭＩＺ〉
バレンタイン製菓材料特集
■1月31日（水）62月14日（水）
■本館地下1階 〈トミーズ〉

〈コンステラ〉①ブリーフケース（40×6.3×高さ37㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
②ポーチ（30×4.2×高さ13.1㎝）・・・・・・・・・・21,600円

ノートやパソコン、タブレットなどをスマートに収
納・持ち運びできる現代のアルミ製道具箱です。

①紳士リュックサック（30×14×高さ43㎝）6,264円
②紳士トートバッグ（40×25×高さ35㎝）5,184円

機能性、ファッション性の高い通勤用として人
気のリュック型も豊富に品揃えいたしました。

問TEL.053（457）5355［直通］まで

期間
限定

ショ
ップ

〈古市庵〉
【遠鉄百貨店
開店30周年
記念】
30品目巻
（1本）
・・・・・3,000円

節分の日に無病息災を願う恵方巻を特集。
今年の恵方は「南南東」です。

2月3日（土）は節分 恵方巻特集
■2月3日（土）《1日限り》 ■本館地下1階 食料品

問TEL.053（457）5500［直通］まで

メンズバッグバーゲン
■1月31日（水）62月13日（火）
■本館6階 紳士洋品・雑貨

問TEL.053（457）6888［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈コンステラ〉
■1月31日（水）62月13日（火）

■新館6階 特設会場

〈ナルエー〉
・ルームウェア
・・・・・・・・・8,640円
・カーディガン
・・・・・・・・・8,100円

①

②

①

②

〈なだ万厨房〉海の幸恵方巻（1本）・・・・・2,160円

〈築地 
中島水産〉
七福海鮮
恵方太巻
鮨（上）（1本）
1,382円

4〈IWC〉ダ・ ヴィンチ・ パーペチュアル・
カレンダー・ クロノグラフ（紳士用、自動巻、
68時間パワーリザーブ、ステンレススチール、永久カレ
ンダー、ケース径43㎜）・・・・・・・・・3,650,400円

6〈ヴァシュロン・コンスタンタン〉
マルタ・スモールモデル（婦人用、手巻き、
約40時間パワーリザーブ、18金ピンクゴールド、マザー 
オブ パール、ケース38.7×28.4㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376,000円

■1月31日（水）62月13日（火）
■本館7階 時計

プレステージウォッチフェア

■1月31日（水）62月6日（火）

〈クストス〉チャレンジ クロノⅡ ブランカード（紳士用、
自動巻、18金レッドゴールドチタン、100m防水、ケース53.7×41㎜）・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,078,000円

ラグジュアリー
コレクション

個性豊かなゴージャ
ス・ラグジュアリー感漂
うブランドを特集いた
します。

■2月7日（水）613日（火）

〈クストス〉フェア

〈ハミルトン〉ベンチュラ
（婦人用、クォーツ、ブルーテキスタイル
ストラップ、ケース36.5×24.5㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95,040円

〈ボーム＆メルシエ〉プロメス
（婦人用、クォーツ、ステンレススチール、
ダイヤモンド、ケース径34㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・351,000円

〈ユンハンス〉マックスビル 
クロノスコープ（紳士用、自動巻、
ステンレススチール、ケース径40㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・291,600円

〈エポス〉オーブルダート
（紳士用、手巻き、ステンレススチール、
ケース径42.5㎜）210,600円
《世界限定999本、当店1本限り》

〈クレール〉ハイドロスカフ セン
トラル・クロノグラフ スモール
セコンド（紳士用、自動巻、ステンレスス
チール、約44時間パワーリザーブ、500ｍ防水、
ケース径48.9㎜）1,252,800円

〈ミナセ〉FIVE WINDOWS
（男女兼用、自動巻、ステンレススチール、
40.3×32㎜）・・・・・・378,000円

控えめな美学と強烈な個性が絶
妙に融合した「マルタ」コレクション。
マザー オブ パール文字盤と色鮮
やかなストラップが特徴です。

〈IWC〉で初めてクロノグラフのカ
ウンターとムーンフェイズ表示を
統合。その正確さは驚異の精度
を誇ります。

特別出展 特別出展 特別出展

SPECIAL EVENT

問TEL.053（457）5408［直通］まで

2005年スイスで創業。独自
の美学とダイナミックな感性
が光るブランドです。

プレゼント 期間中、300,000円以上お買上げのお客様、先着30名様にウォッチワインダーを差しあげます。

新登場
〈ナルエー〉ルームウェア

お帰りチケットが
自動発券でより便利に
なりました。

Q
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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！


