


期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

〈岩合光昭のねこ〉
●タオルハンカチーフ（約25×25㎝）・・・・・・・・・864円
●ティッシュ&マスクケース（約15×11㎝）2,700円

期間
限定

ショ
ップ

ダイヤモンドペンダント
㊧18金ピンクゴールド
（計0.50ct）270,000円
㊨18金ホワイトゴールド
（計0.24ct）194,400円
《各現品限り》

〈コンフォートクリニック〉
オープン10周年記念フェア

■3月14日（水）627日（火）
■本館2階 婦人靴

〈kitekite〉●Tシャツ（S、M、L）・・・・・・・・・・・・・5,900円
　　　　　 ●ハンカチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

昔ながらの和
の表情に今の
京都らしさが
プラスされた
新京都スタイ
ルのグッズ。

動物写真家の
岩合光昭氏が
1年以上かけ
て撮影した京
都のねこ雑貨
を特集いたし
ます。

期間
限定

ショ
ップ 〈kitekite〉

■3月14日（水）620日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈岩合光昭のねこ〉
■3月14日（水）620日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈ジェリービーンズ〉パンプス（22.5～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円から

トレンド性の高いパンプスを、お求めやすい
価格で取り揃えました。

〈ジェリービーンズ〉
■3月14日（水）620日（火）

■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後5時閉場

〈コンフォートクリニック〉ウォーキングシューズ
（21.5～25.5㎝、幅：C～3E）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円
※お渡し日は承りから約45日～60日後となります。

オープン10周年を記念し、革・ソール部分を
自由にカスタマイズできるカラーオーダー会
を開催いたします。

春のジュエリーバーゲン
■3月14日（水）620日（火）

■本館2階 婦人アクセサリー特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈アドーア〉
■3月14日（水）629日（木）

■本館3階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

〈アンタイトル〉スプリングフェア
■3月14日（水）620日（火）

■新館3階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

〈パーカー〉
ソネット スリム ボールペン
㊧レッドGT
㊨ブルーラッカーCT
各10,800円

ご入学・ご卒業・ご就職など人生
の節目にふさわしい一本です。

〈パーカー〉130周年
アニバーサリーフェア
■3月14日（水）627日（火）
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

プレゼント
期間中、5,400円以上のボールペン
をお買上げのお客様に、新発売の
「ジェルペン替芯」を1本差しあげます。

ナチュラルな
素材や女性
らしいアイテ
ムをベースに、
カラフルで楽
しさを感じる
スタイリングを
ご提案いたし
ます。

リラックス感に
あふれ、自然
体ながら生き
生きとした力
強さのある女
性をイメージ
したコレクショ
ンをご紹介い
たします。

春の装いに華を添
えるジュエリーを豊
富に取り揃え特別
価格でご提供いた
します。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

仙台佐藤フーズ［宮城県登米市］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊達の梅ひじき
北前船のカワモト［福井県敦賀市］・・太白おぼろ
おたる拓洋［北海道小樽市］ ほたてチーズ焼
角　　英［大阪府箕面市］・・・豆腐お好み焼き
新登場徳助本舗［山形県西村山郡］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山形更科そば

●そのほかの出展

Daiichi-TV

秋元啓二
アナウンサー久保ひとみ

マルヒロ太田食品［北海道函館市］
㊧函館イカメンチ（1個）270円
㊨ジャンボタラバかにコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

藤菜美［京都府京都市］
・わらび餅3色詰合せ（きな粉・
抹茶・黒糖、1折）・・・・・・・・・・・1,300円
・茶の露ほろり（1個）・・350円

パスタソースキッチン［三重県松阪市］

一刀流まぎり［北海道札幌市］
手切りの塩辛（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

味の十字屋［石川県金沢市］
トラウトサーモン味噌漬け（4枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

ぶんごや［大分県中津市］
聖地中津からあげ「骨なしもも」
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

会津屋［大阪府大阪市］
元祖たこ焼き・（小箱、12個入）・・・・・540円
　　　　　 ・（中箱、20個入）・・・・・864円

久羅沙喜［広島県広島市］
花瑠&花星（オイル&オイスター）
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・1,782円

崎陽軒［神奈川県横浜市］
特製シウマイ（12個入）・・・・・・・・・・1,420円

札幌ビューホテル 大通公園
［北海道札幌市］
猿払産ホタテとふらの和牛
あいのり弁当（1折）1,998円

さいき家［京都府京都市］
牡蠣だし巻弁当（1折）・・・・・・・・・・1,620円

八天堂［広島県三原市］
くりーむパン各種（1個）・・・・・・・・210円から

ユナイテッドリーフ
［東京都昭島市］
オーガニック
ルイボスティー
（2g×30個）各1,080円

三井楽水産［長崎県五島市］
五島鬼鯖棒鮨（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円

富良野牧場［北海道富良野市］
ベーコン（100g当り）・・・・・・692円

塩香源［神奈川県鎌倉市］
長芋本たまり（100g当り）432円

だし屋大友［愛知県名古屋市］
生ふりかけ（鰹節・山椒ちりめん・
生姜、120g）・・・・・・・・・・・・各1,080円

のんきや［広島県広島市］
広島焼（豚肉入）756円

焼きもん道場 森久［大阪府羽曳野市］
国産牛とろホルモン
（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円

うえだ屋［大阪府茨木市］
大阪名物牛すじこんにゃく
炊き（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・594円

骨付鳥一鶴［香川県丸亀市］
ひなどり（1本）・・・・・・・・・・・・・・・894円

大阪くしよし本店［大阪府茨木市］
おまかせ8本セット1,080円

旬香［熊本県阿蘇郡］
ジャンボ芋かりんとう（400g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円

五建外良屋［京都府京都市］
花見ういろ（1本）・・・・・・・・・・173円

菊の露本舗 喜多林堂［大阪府大阪市］
有平糖割板 3種詰合せ
（330g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

王府井［神奈川県横浜市］
正宗生煎包（焼き小龍包） ・（4個入）600円 ・（10個入・冷凍）1,350円

井上誠耕園［香川県小豆郡］
エキストラヴァージン緑果オリーブオイル（スペイン産、180g）1,923円

ザ・メープルマニア［東京都千代田区］
①メープルバウムクーヘン（1ホール）2,268円 ②メープルバター
クッキー（9枚入）864円 ③メープルフィナンシェ（6個入）1,069円

チュベ・ド・ショコラ［東京都目黒区］
割れチョコミックス5（1㎏）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,218円

ピッコロッソ［兵庫県神戸市］
神戸ピザ（よりどり3枚、径21㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,998円から

100円 クーポン
プレゼント!!

14日
（水）
15日
（木）

■本館8階 中央ひろば

※一部対応してい
ない機種・アプリが
ございます。

2日間
限定

遠鉄百貨店とＬＩＮＥ@で「友だち」のお客様に
「日本の美味しいもの展」でご利用いただける

みれい菓［北海道札幌市］
札幌カタラーナいちごみるく
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

並んでも食べたいあの美味しさが
全国各地からド～ンと大集合！

三葉製菓［北海道旭川市］
黒豆茶（1袋、600g）
・・・・・・・・・・・・2,592円

チーズと
生地に
こだわりが！

あふれ出る
コラーゲン
スープが大人

気！！

どんな料理
にも使えて
相性抜群！！

BABBI自慢の
ピスタチオ
クリームロー

ル

本格的な
ショコラを
思う存分

サクサク、
しっとり
優しい甘さ

玉出木村屋［大阪府大阪市］《各日午前11時からの販売》

※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。

①ウインナーショコラ
（1個）・・・・・・・・・259円
②グラタンドッグ
（1個）・・・・・・・・・237円
③ロールデニッシュ
（1個）・・・・・・・・・216円
④カトルカール
（1個）・・・・・・・・・216円

若草のような爽やかな香りと、すっきりとした後味。 早摘み果実
ならではの味と香りをお楽しみください。

モチモチとした皮の中からコラーゲンスープが ！ かりっ・もちっ・
じゅわ～の3食感を味わうことのできる上海名物の焼き小籠包。

12種類のクーベルチュールの割れチョコを1㎏たっぷりと詰め
合わせました。ミルク系・ビター系お好きな方をどうぞ。

カナダのケベック産メープルシュガーは自然そのままの原生林か
ら採れる100％天然の甘さ！カルシウムやミネラル分もたっぷり！

家で手軽に美味しく焼きあがるよう
に瞬間冷凍された本格ピザ。熱々、
トロトロを召しあがれ。

九州産朝びき鶏を使用。噛むほど
に旨味があふれ出ます。

ヨーロッパの製法を受け継いだ
ふわふわ食感と優しい甘さ。 大阪生ま

れ  

の大人
気  

菓子パン
！ヴェネティ

アーナ
（1/2サイズ）
518円

※最終日は午後4時30分閉場

■3月14日（水）
   620日（火）
■本館8階 催会場  

実　演

実　演実　演

実　演

実　演

実　演 実　演

実　演

実　演

新登場

新登場 新登場

本催
新登場

本催
新登場

松阪牛だけのボロネーゼ（ソース
120g、パスタ〈乾麺〉80g）・・・1,060円

BABBIならではのピスタチオクリームをロール
ケーキにしました。口溶けなめらかな人気のイ
タリアンジェラートもどうぞ。
BABBI［東京都中央区］
ピスタチオ&チョコレートロールケーキ（1本）1,620円
イタリアンソフトジェラート
（ピスタチオ&フランボワーズ、1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円

①

②

③

④

①

②

③

金久右衛門［大阪府大阪市］
大阪ブラックラーメン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
※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

王道の醤
油味にこだ
わり作り続け
て14年。濃口醤
油が麺と絡んで深
い味わいを生みます。

しっかり
コクのある
美味しさ！！

新登場

岩崎本舗［長崎県長崎市］
8①長崎角煮まんじゅう（1個）400円
②九州しょうゆてりマヨバーガー
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349円

②

①




