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■2月21日（水）627日（火）■本館8階 催会場

■2月21日（水）623日（金）の3日間限り
■本館8階 中央ひろば
■各日先着300回限り
※回数に達し次第、終了とさせていただきます。

「東北の味」が当たる！ガラポン抽選会

※各日お一人様5回限り

期間中、大東北展にて当日のお買上げ
レシートの合算金額5,000円ごとに
1回抽選のチャンス！

本州最北の地で水揚げ
される最高級品、大間の
本まぐろをはじめ、青森
県産のネタが満載。鮮度
にこだわった逸品です。

【山形】生石大松家［酒田市］
4山形 春の訪れ山菜・豚天付き板そば（1人前）1,620円

【山形】米沢 琥珀堂［米沢市］

【岩手】寿司・割烹 若大将
［大船渡市］海鮮づくし弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

【青森】八戸ニューシティホテル 
魚菜工房「七重」［八戸市］
虎鯖棒すし（1本）2,160円

きめ細かい霜降りの米沢牛ステーキと牛肉煮をご飯の
上にたっぷりと敷き詰めたボリューム満点のお弁当。

菓匠三全［仙台市］
萩の月（5個入）・・・・・・・・・831円
《各日300箱限り、
お一人様2箱限り》

【宮城】味の牛たん 㐂助
［仙台市］牛たん（しお味、100ｇ当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円

【秋田】比内や［大館市］
6秋田うまいものセット
（ミニ比内地鶏親子丼・ミニ稲庭うどん
・いぶりがっこ付、1人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

地鶏の中で
も最高峰とい
われる比内
地鶏を使用
した、あつあ
つとろとろの
親子丼をぜ
ひご堪能く
ださい。  

囲炉裏を囲んで手打ち蕎麦や炭火焼が楽しめる店。
自慢の板そばを大松家名物豚天や山形の山菜の
天ぷらといっしょにお召し上がりください。

※最終日は午後4時30分閉場 ※お食事処は各日午前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。

実 演

実 演

6米沢牛ステーキMIX弁当
（1折）・・・・・・・・・・・2,430円

実 演

実 演

実 演 実 演

新登場

【福島】三万石［郡山市］
ままどおる（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

【福島】柏屋［郡山市］
柏屋薄皮饅頭（こしあん、8個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

【岩手】回進堂［奥州市］
岩谷堂羊羹くり金印（1棹）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【青森】アルパジョン［八戸市］
朝の八甲田 津軽りんご（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円

【山形】鈴木製麩所［山形市］
よもぎ麩まんじゅう（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・907円

【福島】デミアン［福島市］
昔懐かし甘食パン（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円

【秋田】唐土庵［仙北市］
生もろこし（2個入×10包）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・788円

【宮城】甘仙堂［名取市］
ずんだ餅（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

【青森】小山せんべい店［弘前市］
手焼きせんべい・豆（8枚入）
・アーモンド（6枚入）・・・・・・各648円
・ピスタチオ（6枚入）・・・・・・・・・・・864円

【宮城】みやこがね本舗
［仙台市］苺大福（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248円

オリジナルカスタード
クリームをたっぷり使い、
ふんわりとしたカステラで
包みました。

23日（金）6
25日（日）のみ
の特別販売

実 演
新登場

八戸産の虎鯖を厳選して使用。
無添加、無着色、無保存料
の製法にこだわって丁寧に
作った棒すしです。

魚っ喰いの田［青森市］
大間の本まぐろ入り七色丼
（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円

空クジ
なし！！

【秋田】秋田味商［潟上市］比内地鶏スープ入
きりたんぽセット（きりたんぽ×3、スープ50g×2）・・・・756円

【青森】マルヒ榎本商店［八戸市］
むつ湾産 焼ほたて三色弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円



■新館地下1階 〈全国銘菓〉
■2月21日（水）627日（火）
■本館地下1階 北東入口特設会場

〈東京／銀座鈴屋〉銀座六花
（とらまめ）（50ｇ）・・・・・・・・・・・540円

今週の〈全国銘菓〉
問TEL.053（457）5431［直通］まで

問TEL.053（457）6003［直通］まで

えんてつフードセレクション
ほんのり甘く、しっとりほどけて
豆の豊かな風味が咲きほこる
「お豆のグラッセ」です。 〈銀座木村家〉あんぱん「酒種 五色

（さかだねごしき）」（桜・小倉・けし・うぐいす・白）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円

4月1日（日）より「日～木曜日」につきましては、本・新館2～7階の営業時間を「午後7時まで」とさせていただきます。※詳しくはホームページ　にてご確認ください。お知らせ

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！

〈トーマス・キンケード・スタジオ〉「Fantasia」
（ジークレー版画、62×85㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・388,800円

光を描く画家「トーマス・キンケード」と「トー
マス・キンケード・スタジオ」が、ディズニーを
モチーフに制作した夢あふれるアートコレ
クションを期間限定で展示販売いたします。

ファンタジーアート＆
コレクションフェア
■2月21日（水）627日（火）
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

てざわりコレクション（約150×200㎝）96,120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のロハスなじゅ
うたん。期間中は、限定の手織りシリーズを
含め、全柄を取り揃えてご紹介いたします。

問TEL.053（457）6024［直通］まで※最終日は午後5時閉場

ハグみじゅうたん展期間
限定

ショ
ップ

■3月4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）5395［直通］まで※最終日は午後4時閉場

〈ウィッシュコレクション〉
リバティ＆モリス
■2月21日（水）627日（火）
■本館7階 スペース7

英国スタイルの代表
であるリバティとモリス
　　柄のアイテムを、
　　ウェアから雑貨
　　まで豊富に取り
　　　揃えました。 
 
 〈ウィッシュ
コレクション〉
リバティプリント
チュニック
（フリーサイズ）
・・・・・・・・・22,680円

期間
限定

ショ
ップ

問TEL.053（457）5250［直通］まで

※各日午後6時30分閉場、
　最終日は午後5時閉場

〈会津木綿〉
■2月21日（水）627日（火）
■本館8階 特設会場

会津地方の伝統工芸
〈会津木綿〉を使用
した素朴な風合い
のバッグや雑貨
をご紹介いた
します。 
 
 

〈会津木綿〉①ふろしきバッグ・・・13,824円
②トートバッグ（約34×37㎝）・・・・・・・・・・・・14,040円

①

②

9婦人コート各種10,800円
4婦人セーター各種5,400円

冬ものから、春先アイテムまでお買得価格でご提供！

4・婦人コート・・・・・・・・・・・10,800円
・婦人セーター・・・・・・・・・・・・・4,104円
※パンツは参考商品です。

冬の婦人服ファイナルセール
《本館4階 特設会場》
※最終日は午後5時閉場 問TEL.053（457）5302［直通］まで

デザイン豊富に春ものも充実！お買得な均一価格で大奉仕！

婦人洋品・靴・ハンドバッグバーゲン
《本館8階 スペース8》
※各日午後6時30分閉場、最終日は午後5時閉場 問TEL.053（457）5250［直通］まで

4カジュアルバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

4〈有名ブランド〉
　　雨傘各種
　　　　・・・3,240円

■2月21日（水）627日（火）■本館8階 催会場※最終日は午後4時30分閉場

21日水
●カジュアルリュック各種
・・・・2,160円《30点限り》
●〈ゴールデンフット〉
ショートブーツ各種
・・・・3,240円《50点限り》
22日木
●カジュアルシューズ各種
・・・・3,240円《50点限り》
23日金
●フォーマルバッグ各種
・・・・3,240円《30点限り》
24日土
●ショルダーバッグ各種
・・・・2,160円《30点限り》
25日日
●カジュアルバッグ各種
・・・・2,160円《30点限り》

ヒバ開発［青森県下比郡］ヒバ精油・化粧品　遠田漆器［秋田県湯沢市］漆器
幸工芸［岩手県奥州市］鉄瓶　久慈琥珀［岩手県久慈市］琥珀アクセサリー
アトリエぐらん［岩手県宮古市］うに染衣料品　吉村正一商店［宮城県石巻市］鯨歯工芸品
幸林工芸［山形県米沢市］槐工芸品　かねはち［福島県大沼郡］桐たんす・ベッド

そのほか工芸品の出店

●「ハンドバッグ タイムサービス」
　連日開催！！

〈ゴールデンフット〉
婦人靴各種（22.0～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

日替り提供品

【岩手】
道の奥ファーム［遠野市］
冷凍ブルーベリー（500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

【岩手】
田村りんご店
［遠野市］
4極付りんご 
蜜入りサンふじ
（1玉）2,160円

【秋田】秋田おばこみそ［にかほ市］
6秋田おばこ こまちみそ（米みそ、1㎏）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

【岩手】中村家［釡石市］
三陸海宝漬（350ｇ）3,600円

【宮城】松澤蒲鉾店［仙台市］
厚焼き笹かま 笹百年（1枚）・・・・・162円

【山形】楢下宿 丹野こんにゃく［上山市］
玉こんにゃく（15玉入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

かさい製菓［青森県弘前市］夢りんご
アップルアンドスナック［青森県南津軽郡］アップルスナック
カネショウ［青森県弘前市］ハチミツ入りんご酢
中清食品［青森県南津軽郡］梅干にんにく
新改商店［青森県青森市］海峡するめ
デリカむつ［青森県むつ市］花ぐるま（いか酢漬）
刈谷食品［秋田県鹿角市］しそ巻あんず
リアス海藻店［岩手県釡石市］三陸わかめ
マルト川原商店［岩手県大船渡市］いくら醤油漬
平野屋［岩手県釡石市］いかぽっぽ
岩手県産［岩手県紫波郡］南部煎餅
きのこのSATO［岩手県陸前高田市］生しいたけ
いかや［宮城県牡鹿郡］ほや
大地フーズ［宮城県遠田郡］いわしハンバーグ
高畠ワイン［山形県東置賜郡］さくらんぼスパークリングワイン
かんのや［福島県郡山市］家伝ゆべし
松本養蜂総本場［福島県会津若松市］はちみつ
八島食品［福島県伊達市］漬物
おんせんたまごの森山［福島県福島市］たまご美人

そのほかの出店

　　【青森】
阿保下駄製作所［弘前市］
津軽塗（唐塗）女下駄
（23.0～24.0㎝）・・・・・・・・・・25,920円

【山形】鷹山堂［米沢市］
6がま口ポシェット
（15×2×高さ21㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円

　　【山形】
しな織創芸 石田［鶴岡市］
しな織バッグ（約29×11.5×高さ
25㎝）69,120円《現品限り》

【青森】ヘライファーム
［十和田市］オストリッチ
ラウンド型トートバッグ
（約31×11×高さ23.5㎝）
・・・・172,800円《2点限り》

新登場

新登場

【山形】みちのく蔓工芸所
［米沢市］山ぶどう蔓カゴバッグ
（約28×10×高さ19㎝）124,200円

新登場

新登場

【秋田】佐藤養助商店
［湯沢市］
6稲庭干温飩 切落し
（600g）・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

東北地方「伝統の技」

めかぶは三陸の海、いくらは
朝日に照らされキラキラと輝く
水面、鮑は海に浮かぶ小舟。
そんな三陸海岸の風景を
ひとつの器に表現しました。

■2月21日（水）627日（火） ■2月21日（水）627日（火）


