


■5月2日（水）
　 68日（火）
■本館２階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

・サブバッグ（22×10×高さ22㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円
・リアルモチーフタオル各1,080円

8〈ヴァンドームブティック〉
2Wayペンダント・・・・・・各12,960円
《5月13日（日）までのスペシャルプライス》
■本館2階 婦人アクセサリー

6パラソル（ギフトボックス入り）
・・・・・・・・・・・・・・5,400円
■本館2階
婦人洋品

8〈リベルテ〉婦人長財布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,880円
■本館2階 婦人洋品

婦人扇子
5,940円
■本館2階
婦人洋品

6【遠鉄百貨店オリジナル】
UV手袋（レングス50㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,780円
■本館2階 婦人洋品

■4月25日（水）65月1日（火）
■本館4階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈mino〉ポンチョ・・・・・・14,040円

■4月25日（水）65月8日（火）
■本館7階 和洋食器

1〈日本のさらだ いとはん〉
母の日彩々二重御膳
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
TEL.053（451）2269［直通］まで

3〈まつおか〉彩り玉手箱
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,458円
TEL.053（457）6087［直通］まで

4〈梅の花〉
母の日弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
《5月12日（土）・13日（日）の販売》 
TEL.053（457）5532［直通］まで

4〈古市庵〉母の日二段重
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
TEL.053（457）5436［直通］まで

　　　　   8〈なだ万厨房〉
母の日御膳（1折）・・・・・・・・2,700円
《5月12日（土）・13日（日）の販売、計150折限り》
TEL.053（457）5424［直通］まで

■5月13日（日）まで ■各階で開催 〈ヘミングス〉

〈mino〉期間限定ショップ

プレゼント

イベント

〈ま工房〉特集

6①ぱんだ丸碗・・・・・3,024円
②キューブぱんだ・・・・3,240円
③ぱんだペンダント3,888円

作家 牧田亮氏 来店
■4月28日（土）630日（月・振休）

期間限定ショップ

婦人
アンサンブル
ナイトウェア
・・・・・・・・・・・8,640円
■本館5階 
紳士・婦人ナイトウェア

6〈イマック〉
ブローチ
14,040円
■本館2階 
婦人アクセサリー

4〈ズキン〉婦人帽子
①9,720円②12,960円
■本館2階 婦人洋品

6【新発売】
〈ロクシタン〉
アーモンド
ディライトフル
クリーム（100㎖）
・・・・・4,752円
■本館1階 
化粧品

6スカーフ
（ギフトボックス入り）
・・・・・・・・・各5,400円
■本館2階 婦人洋品

6母の日ギフトカード各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円から
■本館5階 文房具

花瓶（花巾着、Ｍサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円
■本館7階 キッチンテラス

抱きまくら6,480円から
■本館7階
 寝装品

リバティフェア
■5月2日（水）68日（火）
■本館4階 特設会場

初夏の陽射し
に煌めくジュエ
リーを豊富に
取り揃え特別
価格にてご提
供いたします。

期間
限定

ショ
ップ

①〈バークレークラブ〉ハンドバッグ
（36×13×高さ23㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
〈キスコ〉サンダル（S～LL）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②13,500円③14,040円

初夏のサンダル、
ハンドバッグフェア

■4月25日（水）65月1日（火）
■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

初夏のジュエリーバーゲン
■4月27日（金）65月8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

母の日にも最適
ステッキ・キャリーバッグフェア

5月2日（水）は八十八夜
新茶まつり

〈ルコックスポルティフ〉婦人スニーカー
（22.5～24.5㎝）・・・・・・・・・・・①6,480円 ②9,180円

フランス生まれのスポーティなスニーカーを
取り揃えてご紹介いたします。

素材選びとク
ラフトマンシッ
プが光るブラ
ンド〈キスコ〉
のサンダルと
〈バークレーク
ラブ〉を特集
いたします。

■5月2日（水）65月8日（火)
■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

■4月25日（水）65月13日（日）
■本館4階 ミセスエレガンス

　〈ANYO〉
〈あしながおじさん〉フェア
■5月2日（水）65月8日（火）

■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

〈フェイラー〉サンクスセット（一本手バッグ約17×8×
高さ28㎝、ＰＶＣバッグ約34×5×高さ30㎝）・・・・・・10,800円

お出かけの際に歩きを優しく
サポートするステッキやキャリー
バッグなどを特集いたします。

〈フェイラー〉母の日特集
■本館2階 ハンドバッグ

「浜松まつり」の
初子のお祝いに。
木札や、ミニ凧にお子様
の名前入れを承ります。

浜松まつりグッズショップ
■4月25日（水）65月5日（土・祝）

■本館1階 西口 ■4月25日（水）65月6日（日）
■本館地下１階 北東入口・銘茶

①18金ホワイトゴールドダイヤモンドリング
（中石:0.30ｃｔ、脇石計:0.25ｃｔ）270,000円《現品限り》
②18金ホワイトゴールドダイヤモンドネックレス
（計0.50ｃｔ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194,400円《現品限り》

① ①
①

②
②

①

③

②
②

〈ANYO〉婦人靴（22.5～24.5㎝）・・・各14,040円

新ブランド〈ANYO〉は、大人の女性のため
の履き心地の良い上質なカジュアルシュー
ズを提案いたします。

プレゼント お買上げのお客様先着30名様に「ブランドキャンパス
トート」を差しあげます。

プレゼント ステッキを10,800円以上お買上げのお客様に「スト
ラップ」、キャリーバッグを15,000円以上お買上げの
お客様に「UV手袋」を差しあげます。

プレゼント お買上げのお客様先着30名様に「トートバッグ」を
差しあげます。

①ステッキ（アルミ、80.5~88㎝）・・・・・・・・各16,200円
②キャリーバッグ（33×19×高さ45㎝）・・・23,760円

バラをモチーフにした
〈フェイラー〉の新柄が
登場。人気の高い一本
手のバッグとA4サイズ
対応の縦型バッグ
のお得な
セットです。

8名入れミニ凧
（18×18㎝）
・・・・・・・・・・・・1,728円

4名入れ木札
（約3×1㎝）
・・・1,944円から

香り高い新茶を豊富に取り揃えご紹介いたします。
①〈小山園〉新茶 薫葉（100ｇ袋入）・・・・2, 160円
②〈竹茗堂〉新茶 竹茗（1.5号缶・箱入）3,240円
●〈大塚製茶〉出来立て新茶（50ｇ袋入）・・・1,404円
●〈伊藤園〉旬摘み鹿児島茶（枡盛1杯）・・・1,080円
●〈いしだ茶屋〉新茶 上生荒茶（100g袋入）2, 160円
●〈丸松製茶場〉新茶 菊翠（100g箱入）・・・1,620円

① ②

予告〈ルコックスポルティフ〉
フェア

予告

2〈下鴨茶寮〉母の日御膳
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
■販売場所／
本館地下1階 〈なだ万厨房〉
TEL.053（457）5424［直通］まで

8〈ジル スチュアート〉
イニシャルマグ
・・・・・・・・・・・・・・・各3,240円
■本館7階 和洋食器

6花言葉
スリッパ
（専用パッケージ入り）
・・・・・3,240円
■本館7階 
タオル・バス・
トイレタリー

　〈UCHINO〉
ボーダーマシュマロガーゼ
マフラー・・・・・・・・・・・・3,780円
■本館7階 
タオル・バス・トイレタリー

巾着に直接
水を注いで、
花を生けるこ
とができます。 アレンジ力が高く、様々な着こ

なしを楽しめるポンチョです。

色絵磁器や可愛らしい動物モ
チーフの器を特集いたします。

①

②

③

2①小さいふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円
②バラのメガネケース ・・・・・・・・・2,376円
③メガネクロス324円
■新館6階 クロス
ファッション

〈サヴォア〉リバティアンサンブル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円
■本館4階 ミセスエレガンス

4〈ハウス オブ
 ローゼ〉ラ・ローゼ
ハンドケアセット
（ラ・ローゼハンドクリーム

50gほか、全3点）
・・・・・・・・・3,024円

■新館5階
 〈ハウス

 オブ ローゼ〉

　　　　　 期間中、15,000円以上お
買上げのお客様先着30名様に、「リバティ
柄巾着」を差しあげます。

4〈カナナプロジェクト〉
婦人リュック（28×14×
高さ26㎝）19,440円
■本館4階 
ミセス
エレガンス

①

③

②

4〈ハナエモリ〉
エプロン・・・・・・・・・・・・・・4,860円
■本館7階 キッチンテラス

①

②

2〈まるたや洋菓子店〉
母の日苺のタルト
（径約12㎝）・・・1,296円
■新館地下1階
和洋菓子

ご予約・お問合せは、店頭またはお電話にて承ります。

■本館地下1階 惣菜

■新館地下1階 和洋菓子
■5月11日（金）613日（日）の販売
■ご予約承り期間／5月6日（日）まで

予 告

予 告
※最終日は
午後5時閉場

■5月13日（日）のみの販売

8〈フロ・プロステージュ〉
母の日フラワーフルーツタルト
（径約20㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,473円
※タルト台はチーズ・ダマンドの2種類がございます。
■本館地下1階 惣菜

6〈ユーハイム・
ディー・マイスター〉
母の日ロレ
（1台）1,620円
《各日10台限り》
TEL.053（457）5497
［直通］まで

1 2

3 4

2〈ブールミッシュ〉母の日アントルメ
（径約12㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円

《計20台限り》
TEL.053（451）2338

［直通］まで




