
〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001
○営業時間／午前10時6午後7時30分※毎週日～木曜日：本・新館2～7階の営業は午後7時まで ○本館8階レストラン街 午前10時30分6午後9時
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火照った身体をクールダウン。フレッシュな
ヴァーベナとシトラスの香りに包まれます。

つけた瞬間、ひんやりとした軽いつけ心地。
明るく透明感あふれる艶肌に。

夏の肌をひんやりサラサラに保つ“冷た
いおしろい”です。
㊨〈イプサ〉スーパーマットクーリングパウダー
（SPF20・PA++、55g、スポンジ付）・・・・・・・・・・・・・3,240円
■本館1階 化粧品

〈ロクシタン〉シトラスヴァーベナ
㊧アイスシュガースクラブ（175g）4,644円 
㊨アイスボディスノー（150㎖）・・・・・・・4,104円
■本館1階 化粧品 ※なくなり次第終了とさせていただきます。

※一部対応していない
機種・アプリがございます。
エンデパ

「友だち」登録
はこちらから！

「友だち」限定！
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「100円クーポン」プレゼント!
■本・新館1階 化粧品、新館5階 美容・リラクゼーション7.16   　   まで

化粧品売場
で使える！！

遠鉄百貨店とLINE@で「友だち」
のお客様に化粧品売場で使える
「100円クーポン」プレゼント！

㊧〈エスティ ローダー〉マイクロ
エッセンス アクアシューティカル™
ミスト（75㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円
■本館1階 化粧品

㊥〈M・A・C〉プレッププライム
フィックス+マット（100㎖）2,700円

㊨〈スリー〉コンディショニングミスト
SQ 2種セット（各28㎖）・・・・4,860円
■新館1階 化粧品

異なる精油ブレンドから生まれた
2種の化粧水セット。メイクの上から
ひと吹きで潤いを補給します。

パウダーが余分な皮脂を吸収し、
毛穴を引き締め、さらっとしたマット
な肌に導くミストタイプ化粧水。

人気の化粧水を特別処方した
いつでもどこでもメイクの上から
使える微粒子ミスト。

天然由来成分配合のシャンプーとコンディ
ショナー。泡立ちと潤いがパワーアップしてさ
らに輝きある美髪に。
〈ジョンマスターオーガニック〉
㊧イブニングPシャンプー N（473㎖）5,292円
㊨L＆Aコンディショナー N（473㎖）・・7,452円
■新館1階 化粧品 

ひんやり、さっぱり、潤うサマーコスメで夏の日差しに負けない全身ケアを。

オーガニック植物エキスが透明な輝
きを叶える3ステップのアマナツトーン
アップケアアイテムです。

国産の植物エキスが肌と髪を
潤す、2層式オイルインミスト（美
容水）です。

美容液のような潤い
ヴェールで、乾燥した
肌をいたわり、汚れだ
けを優しく落とします。
リプレニッシングモイスト
クレンジングローション
（200㎖）・・・・・・・・・4,104円

㊧アマナツトーンアップウォーターセット
（120㎖、レフィル+空ボトルのセット）・・・・・・・・・3,996円
㊥アドバンスドクリアリバースセラム
（30㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
㊨アスタラディエンスクリーム（30g）5,184円

ピュアエッセンスミスト（50㎖）
㊧ピンク（ハリ、ツヤ）・・・2,160円
㊨イエロー（キメ、引き締め）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

〈アムリターラ〉
〈トコトワオーガニクス〉

■新館5階 美容・リラクゼーションナチュラルコスメ特集

㊧〈エスティ ローダー〉クレッセント ホワイト 
BB クッション コンパクト（SPF50・PA++++、全3色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

月・祝

新登場 〈ジュリーク〉リニューアル

サマービューティーフェア
■7月17日（火）まで

■本・新館1階 化粧品、新館5階
美容・リラクゼーション



※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。

●《輸入服地使用》紳士イージーメードスーツお仕立上り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　       　　　69,120円《各日25組限り》

〈夢工房〉
・ゆかた・・・・・41,040円
・半幅帯・・・・13,824円
・帯じめ・・・・・・16,200円
・下駄・・・・・・・・15,120円

英国スタイルの代表
であるリバティとモリ
スのウェアをはじめ、
おしゃれ雑貨まで豊
富に取り揃えてご紹
介いたします。

この夏、ゆかたでお出
かけしませんか。洋服
とは違う装いならおし
ゃれ気分もはずみます。
古典柄からポップな
色柄まで豊富に取り
揃えました。

〈ウィッシュコレクション〉
リバティ＆モリス期間

限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■7月11日（水）617日（火）
■本館7階 スペース7※最終日は午後4時閉場

「極み」すずかぜういろ（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・900円

吉野本葛と八女茶の抹茶を合わせた
涼やかで上品な甘さの葛ういろです。

ゆかたコレクション
■8月27日（月）まで ■本館7階 呉服

〈タグ・ホイヤー〉フェア
■7月11日（水）624日（火）■本館7階 時計

〈虎屋ういろ〉
■7月11日（水）617日（火）
■新館地下1階 特設会場

※最終日は午後7時閉場

■7月11日（水）617日（火）
■新館地下1階 特設会場

※最終日は午後7時閉場

〈うなぎの五島〉真空うなぎ長蒲焼（中）
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

夏のスタミナ食の定番！ふっくら柔らかなうなぎ
の蒲焼をご賞味ください。

7月20日（金）は
土用の丑の日
■本館地下1階 惣菜

メルカドトートバッグS
（約27×12×高さ23㎝、ボンボン付）・・・・・・・・・・・各8,424円

メキシコで作られたメルカドトートバッグ。
水に強くビーチやタウンに最適です。

芝生の質感を再現したアイテムを特集。
いつもの日常がちょっと違った視点で見え
てくるユニークな雑貨ブランドです。
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〈AI〉
サイドギャザークロス
ワイヤービキニ
・・・・・・・・・・・・16,200円

〈サントナーナ〉
■7月11日（水）617日（火）

■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

〈アバロン〉
■7月11日（水）617日（火）

■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

①トートバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円
②Tシャツ（80～130㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,112円

〈SHIBAFUL〉
■7月11日（水）617日（火）

■本館５階 特設会場※最終日は午後4時閉場

2018スイムファッション
■8月21日（火）まで

■本館５階 特設会場※最終日は午後4時閉場

①

②

プレゼント　　　　　 期間中〈タグ・ホイヤー〉にて腕時計をお買上げの
お客様先着20名様にオリジナルノベルティを差しあげます。

《足型計測会》
足のサイズ測定、カウンセリングを元にお客様におススメの靴選び
をお手伝いします。オーダーメイドのインソールもおつくりできます。

カレラ キャリバー 
ホイヤー01クロノ
グラフ（紳士用、自動巻、
ケース径45㎜、100ｍ防水）
・・・・・・・・・642,600円

※詳しくは売場係員まで
お尋ねください。

分割手数料無料
36回まで
ショッピングローン

モーターレースの世界から
生まれた精悍なフェイスの
スポーツウォッチ。

■7月11日（水）631日（火） ■本館2階 婦人アクセサリー〈アクセサリー リフォーム＆リペア〉

リフォーム前 リフォーム後リフォーム前 リフォーム後

※写真はリフォーム後のイメージです。※約1カ月後のお渡しになります。
※内容により承れない場合がございます。ご相談ください。  

アクセサリー リフォーム&リペアご相談・承り会

ジュエリーデザイナー
澁谷三恵子氏が来店します。
詳しくはお問合せください。

デザイナーオーダーリフォーム
受付時間：各日午前10時6午後6時

■7月22日（日）・23日（月）

修理・加工

リフレッシュジュエリー特別販売

金・銀・プラチナ製品買取り

切れたチェーンの
修理
2,160円から

パールネックレスの
糸替え
3,780円から

※その他各種ケア・メンテナンスは、おたずねください。

全国で買取られたジュエリーを、熟練の職人が丁寧に仕上げ直し、
新たによみがえった、すべて現品限りのジュエリーです。ピアス 5,400円からご用意しております。

8月31日（金）まで

静岡県公安委員会許可 第491270003624号 株式会社遠鉄百貨店

ご来店の際、印鑑とご本人様を証明するもの（免許証
・住民票・パスポートなど）をご用意ください。

期間中、
アクセサリーリフォーム
をご成約の方へ
お手入れ用クロスを
差しあげます。

様

先着
名

■スペース8
■スペース8

紳士・婦人
イージーメードバーゲン
※お仕立てはすべて国内縫製です。※写真はイメージです。
※1着でもお求めいただけます。詳しくは売場販売員におたずねください。

■         7月12日（木）616日（月・祝）本館8階 催のご案内 あ す ※午前10時6午後6時30分、
最終日は午後5時閉場

紳士・婦人イージーメード
スーツお仕立上り
2着で

通週特別提供品
●ベスト付
イージーメードスーツ
お仕立て上り
・・・・　　　　　　84,240円2着で

2着で

アジアンリゾートスタイルフェア

プリントチュニック各種
（インド製）・・・・・・・・・・9,720円から
スカーフ各種
（インド製）・・・・・・・・・・2,160円から

4㊧ジャンパースカート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円
㊨・チュニック6,264円
・パンツ・・・・・・・・・・・4,860円

③アタバッグ
（35×12×高さ25㎝）・・・19,440円
④木彫りの置物各種
2,160円から※写真はイメージです。

①貝ネックレス・・・・・・・・1,620円
②木彫りネックレス1,620円

①

②

③

④

エスニックな装いを
多彩に取り揃えて

婦人サンダル（22.5～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各19,872円

脇サイドが自由に
可動するワイヤー
ビキニ。クロスのデ
ザインでウエストも
細く見せます。キレ
イな色目のリーフモ
チーフプリントでト
レンド感もある水着
です。

14日（土）・15日（日）・16日（月・祝）3日間特別提供品

から59,400円

外反母趾など足にお悩みのある方に、
クッション性が良くコンフォート機能に優れた、
イタリアンブランドサンダルをご紹介いたします。

©Disney

リバティワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

〈ヤマサちくわ〉冷製新上３種
（とまと・えだ豆・かに）・・・・・・・1,078円
■本館地下1階 遠州グルメ

口に含むと広がる涼味。透
き通った素材に涼を感じる
新上です。

デパ地下 information ※午前10時30分6午後9時
（ラストオーダーは午後8時30分）

7月11日（水）630日（月） 《予告》8月1日（水）621日（火）
【東京都足立区／麺屋 音】 【東京都板橋区／

らあめん 元

芳醇淡麗煮干しそば（1杯）800円

■本館8階 レストラン街

第7区

厳選した3種の煮干しを豚骨と一緒に炊
きあげ、手間暇を惜しまず旨味と香りを最
大限まで引き出した、こだわりの一杯です。

第8区

琥珀煮干塩麺
（1杯）800円


