
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！

〈ファルファーレ〉エナメルバレエシューズ各種
（21.5～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円から

豊富なカラー
と足を包みこ
むような履き
心地が人気
の日本製バレ
エシューズを
ご紹介いたし
ます。

柔らかく上質
な着心地にこ
だわり、デザイ
ンも可愛いルー
ムウェアです。

〈スウィートルーム／ジェラート ピケ〉
・ショールカーディガン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,344円
・ショートパンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,536円

問TEL.053（457）6656［直通］まで

期間
限定

ショ
ップ 〈スウィートルーム／ジェラート ピケ〉

■新館2階 ヤングセレクション

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〉
■2月7日（水）613日（火）
■新館１階 特設会場

春のセレモニー
のご準備をこの
機会に。華やぎ
が感じられるスタ
イリングをご提案
いたします。

問TEL.053（457）5398［直通］まで※最終日は午後5時閉場

〈23区〉セレモニースーツフェア
■2月7日（水）620日（火）
■新館3階 特設会場

問TEL.053（457）5315［直通］まで※最終日は午後5時閉場

新作フォーマルコレクション
■2月7日（水）613日（火）
■本館4階 特設会場

①アマゾナイトブレスレット・・・・・・・・・32,400円
②アメジストネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円
③18金ラリマーネックレス・・・・・・・・・54,000円

カラフルな天然石ネックレスやイヤリングを
特別価格にて取り揃えました。

〈椎野商店〉紅鮭切身（4切）・・・・・・・・・・・・1,080円

オホーツク海産鮭を丁寧に塩引きした切
身や真ほっけなど選りすぐりの美味を特集。

問TEL.053（457）5533［直通］まで

■2月7日（水）613日（火）
■本館地下1階 北東入口特設会場

問TEL.053（457）5250［直通］まで※最終日は午後5時閉場

カラーストーンセール
■2月7日（水）613日（火）

■本館2階 婦人アクセサリー特設会場

北海道グルメフェア

■本館8階 スペース８

ペルシャ絨毯（クム、絹100％、79×119㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324,000円《現品限り》

『友の会』『えんてつカードカウンター』は
本館7階へ移設いたします。

2月15日（木）から
―移設のご案内―

シルクロード美術絨毯展

家具・インテリアフェスティバル
※価格表示のない家具・小物等はコーディネートの参考品です。
※写真のカラーは一部参考です。※お問合せは、新館5階 リビングスタイルTEL.053（457）6024［直通］まで■本館8階 催会場

上質な暮らしを快適に、美しく演出。納得のプライスでお届けします。

【シリッグ】

3人掛けソファ
（総本革張り、220×95×
高さ86㎝、ドイツ製）
・・・・・・1,125,360円

【岩谷堂】

両開き 車箪笥
（ケヤキ材、桐材、60×40×
高さ81㎝、日本製）
・・・・・・241,920円

【シリッグ】

・食堂テーブル（オーク材、
200×100×高さ69㎝、日本製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・407,160円
・3人掛け椅子（オーク材、
180×66×高さ79㎝、日本製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・176,040円
・肘付食堂椅子（オーク材、
63×65×高さ79㎝、日本製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96,336円

シングルベッド（オレフィンシート化粧板、99×199×高さ75㎝、日本製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142,290円

■ 2月16日（金）619日（月）8階 催のご案内次週 

同時開催

創業70年、世界25
カ国での販売実績
を持つドイツの家具
メーカーが日本初
登場。脚を伸ばせる
スツールやハイバック
構造も備えた多機
能ソファをご紹介い
たします。

【エコーネス】

ストレスレス®メトロ
（本革、スチール・アルミ、チェア／80×71×高さ
112㎝、オットマン／55×41×高さ42㎝、ノルウェー製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・333,720円

1926年創業、国内初のベッド製造メーカー。マットレス
の超高気密度構造が毎日の快眠をサポートします。

機能性に優れた皮革製リクラ
イニングチェア。初代チェアの
現代版が心地よい“ゆらぎ”を
取り入れて再登場いたしました。

【日本ベッド】

問TEL.053（457）6920［直通］まで

【カリモク】
リビング・ダイニングか
らベッドまで様々なライ
フスタイルに対応した
家具を多彩に取り揃え
てご紹介いたします。

千年以上の歴史
を持ち、江戸時
代には彫金金具
を備えた東北随
一の家具として
確立した岩谷堂
箪笥。漆を使い木
目の美しさを引き
出します。

新登場・日本初登場

〈23区〉
・ジャケット
・・・・・・・・・・・33,480円
・ワンピース
・・・・・・・・・・・36,720円〈神戸・山の手スカート&パーカー〉

〈フローラルポライト〉
アンサンブル（9～13号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96,120円
イベント

同時開催

■2月12日（月・振休）
午後1時30分から（約30分）
■講師／（株）東京ソワール 
山中和子さん

その他の
出展

　　　  進化を続ける
ブラックフォーマル講座
～多様化する葬儀やオケージョン
に合わせて～

①
②

③

●〈大澤水産〉真ほっけ開き
●〈竹田食品〉数の子松前●〈ダット〉ざんぎ

フォーマルシーンに最適
なアンサンブルのほか
限定品もご用意いたし
ました。

予告

〈DR.C医薬〉「ハイドロ銀チタン®」特集 
医師の新しい発想で生まれた「ハイドロ銀チタン®」は、タンパク質を分解する新素材。
花粉・ハウスダスト・カビ等のタンパク質や汗・臭いを分解して水に変える、独自のクリーン技術
を活かしたアイテムをご紹介いたします。

① ②

このマークが目印

〈DR.C医薬〉
「ハイドロ銀チタン®」
①タオルハンカチーフ
（25×25㎝）
・・・・・・・・・・・・各1,080円
■本館2階 
婦人洋品
問TEL.053（457）5260［直通］まで

②フェイスタオル
（約75×33.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー
問TEL.053（457）5397［直通］まで

■新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈神奈川／横浜十番館〉
プティバレンタイン（1袋）583円

今週の〈全国銘菓〉
問TEL.053（457）5431［直通］まで

高級ココアを使用した生地に
ホワイトチョコレートをサンドし
たお菓子です。

各日午前10時6午後6時30分、最終日は午後5時閉場
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テイクアウトスウィーツ
6〈ゴディバ〉ムースショコラ 
クランベリーストロベリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・660円
・〈BABBI〉ピスタチオ＆
チョコレート・・・・・・・・・・・・・・486円
・〈ca ca o〉生チョコソフト
パッション・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

 

世界から選りすぐりの味わいが集う、ショコラフェス！

※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。※価格表示のない小物等はコーディネート用です。※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。

誠に勝手ながら、2月19日（月）は館内メンテナンスのため、午後6時までの営業とさせていただきます。
※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

ショコラと歌が
、

私たちを強く
する。ショコラと歌が
、

私たちを強く
する。

フランス料理の地元の名店の
オリジナルトリュフ。芳醇な香り
と極上の口どけをご堪能いた
だけます。
6〈フランス料理タルタル〉
オリジナルトリュフ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,382円

丁寧に炊き上げたオレンジと最
高品質のキレの良いブラックチ
ョコレートの組み合わせをお楽
しみください。
4〈アボンドンス〉オランジェット
・（約70ｇ）1,890円
・（約100ｇ）2,592円

■好評開催中！2月14日（水）まで

〈ランバン
オンブルー〉
①折財布
17,820円
②長財布
19,980円
■本館2階 婦人洋品

■2月7日（水）613日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

4〈パンドラ〉
・ブレスレット
・・・・・・・・・・・・・・12,960円
・チャーム各種
・・・・・・・・・・・4,860円から
■本館2階
 婦人アクセサリー

2〈ナルエー〉ベロア
スリッパ各2,700円
■新館5階 プラザ5

4〈ハッピーソックス〉
紳士・婦人靴下
・・・・・・・・・・・・・・・各1,404円 
■新館6階 特設会場

6〈ビーファビュラス〉①ティッシュ
ケース付ポーチ・・・・・・・・2,160円
②巾着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円
■本館2階 婦人洋品
プレゼント 期間中、対象商品をお買上げのお客様に

「オリジナルチャーム」を差しあげます。

①
① ② ②

豊富なカラーとソフトな風
合いが持ち味のイタリア
メードの牛革バッグです。
ハンドバッグ・・・・・・・各17,280円

■2月14日（水）まで ■各階で開催 ※写真はイメージです。

※最終日は午後6時閉場

【ヴァンデンダー】
■2月8日（木）
正午6午後1時30分

【ゴーセンス】
■2月8日（木）
午後5時30分66時30分

【ダルシー】
■2月10日（土）
午前10時611時30分

【イースク】
■2月10日（土）
午前11時30分6午後1時

海外人気パティシエのサイン会開催！

本館8階 催
会場で開催中！ラスト

1週間！スケ
ールアップした会

場でココだけのショ
コラを！

2月7日（水）から 2月8日（木）のみ 2月9日（金）のみ 2月10日（土）のみ 2月11日（日・祝）のみ 2月12日（月・振休）614日（水）

〈ca ca o〉リッチ生チョコタルト
セット（3個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
《各日30セット限り》

〈ベル アメール〉
ショコラノワール（1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《100台限り》

生チョコがベースの、とろりとなめ
らかなフィリングとタルト生地が絶
妙にマッチ。

〈自由が丘ロール屋〉
低糖質ショコラロール（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《50点限り》

砂糖を使用していないチョコレート
「ショコラユニバース」を使用した濃
厚なショコラロール。

〈パティスリー・サダハル・アオキ
・パリ〉マカロン 6P（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,150円《50点限り》

独自で考案した配合比と製法で作り
上げたサダハルアオキ氏の看板商品。
本場パリで認められる味わいを。

〈トップス〉
チョコレートケーキ（1台）
・・・・・・・・・・・1,900円《各日200台限り》

スイスチョコレートを使用したクルミ
の入ったクリームでスポンジをサンド
した人気のケーキ。

しっとりとした食感、ショコラの濃厚
な風味と酸味のバランスが絶妙です。

〈ピエール・エルメ・パリ〉マカロン 
オ ショコラ（6個入）・・・・・・・2,592円
《100点限り》

魅惑的なショコラフレーバーを中心と
した6種を、ブラック×ゴールドのシック
なギフトBOXに詰め合わせた見た
目にも美しいギフトです。

パティシエの世界大会「クープ･デュ･モン
ド」1995年度ベルギー代表として優勝に
貢献し、ベルギー王室御用達の称号を持
つエルマン･ヴァンデンダー氏。美しい輝き
を放つ、匠のショコラを詰め合わせました。
4〈ヴァンデンダー〉
プラリネショコラ（8個入）・・・・・・・・・2,700円

〈ロイズ〉
スペシャルショップ
■本館8階 特設会場
北海道の人気ブランド
〈ロイズ〉。新商品から定
番の人気チョコレートま
で勢揃いいたします。 
〈ロイズ〉ポテトチップ
チョコレート
（190g）・・・・・・・・・・・・777円

日替りショコラ


