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レンマ
・キーケース・・・・・・・・・4,320円 ・コインケース・・・・・・・・・4,320円

〒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

2亀井堂総本店
神戸元町バターサンドTONOWA
オリーブ（1箱、6個入）・・・・・・・・1,296円
3ワーフルハウス
ストロープワッフル（8枚入）・・・・950円

5極上和牛専門 肉のタジマ
神戸TAJIMA和牛焼肉弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
6程一彦 龍潭
神戸牛入小籠包（8個入）・・・・1,296円

〈明月庵本舗〉
葛あいす
〈神戸松鶴寿司〉
特製 甘だれあなご飯
〈神戸・南京町 大同行〉
チャイニーズバーガー
〈キャセリンハウス〉
グリーンルイボスアールグレイ
〈神戸珈琲物語〉
和洋折衷 珈琲羊羹
〈神戸モリーママ〉
神戸 魔法のカシミヤロール
〈KOBE STYLE DELI
Emmy's〉
神戸牛カレー

そのほかの出店

〈AcureZ〉           母趾にやさしい美パンプス
〈シューズイン神戸〉走れるパンプス
〈フルヤ〉          撥水ストレッチコンビパンプス
〈コーベック健康館〉            新機能性インソール
〈美フォーラムラボ〉スポーツサポート
〈TUTUMU〉トートバッグ
〈UNITE STORE〉          ショルダーバッグ
〈cocochi kobo〉ポシェット
〈Hozumi KABAN〉          ショルダーバッグ
〈TRECODE〉神戸・山の手スカート
〈Studio YoRu〉            ステンドグラス・ガラス雑貨
〈フェアリール〉          消臭・抗菌、花粉等
 　　　　　　ブロックコーティングスプレー
〈神戸美人ぬか〉          ぬか袋
〈ナカムラマッチ〉缶マッチ・マッチラベルTシャツ
〈リブロック〉          創造性を育むブロック玩具
〈franklins〉          植木鉢カバーライト

そのほかの出店

えんてつカード会員様限定！

神戸牛も
選べます

クロールバリエ
4お財布ポシェット
（約20×3.5×10㎝）
・・・・・・・・・・・・各5,400円

ドラコラブ
・きせかえショルダーバッグ（約24×9×高さ17㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円から
・きせかえカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円から

ルシェリクラフトワークス
8①牛革がま口バッグ Lサイズ（約29×11×高さ21㎝）・・・・・・・・・・・・15,800円
②asWiseスリムロングウォレット（約20×2.2×高さ9.5㎝）・・・・・・・・・14,990円
③asWiseコンパクトハーフウォレット（約11.5×2.2×高さ9㎝）各6,990円

ジュアキャス
エアイヤリング
①3,456円
②4,536円

ベル
9コンフォート
スリッポンGARDEN
（22.0～25.5㎝）各8,964円

センス輝く受賞ブランドをはじめ、神戸の魅力が待ってます。

神戸発、味の名店も続 と々。こちらも要チェック！

1

4ブーランジェリー グランマホロバ
神戸王様のカシミヤ食パン（1本、1.5斤）
・プレーン・・・・・・・・・756円《各日100本限り》
・あん食・・・・・・・・・・・・891円《各日50本限り》
各日午前10時30分からの販売

2 3 4 5 6

USUI BRUSH
BRSメイクアップ
ブラシ6本セット
（チーク、アイシャドー
M・S・SS、スクリュー、リップ
ブラシ、ブラシケース付）
・・・・・・・・・13,824円

つえ姫

ステッキーナ 
カジュアルライン
（アルミ、アクリル樹脂）
・・・各13,824円

兵庫県在住のデザイナー夫婦が心も軽くなる
モノづくりを追求するバッグブランド。

国産の素材を使用したシンプルでカラフルな
がま口バッグや、手触りとサイズ感にこだわった
お財布などを取り揃えました。

履き心地も優しく素
足にフィット。涼しげな
表情の新作サンダル
を豊富に揃えてご紹介。

朝出かける前から家に帰るまで着けていられる
空気のように軽い着け心地の“エアイヤリング”。

厳選したイタリアンレザーを使った高品質でリーズナブル
な革アイテムで世界ブランドを目指しています。

金賞
KOBE
SELECTION銀賞

KOBE
SELECTION

銅賞
KOBE
SELECTION

抽選で5名様に当たる！
国産和牛プレゼント！！

ウミキリン
おとなＴシャツ（S・M・L・XL）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
こどもＴシャツ（100～150㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

洗練された港街

神戸から今人気の

品が大集合！

神戸市以外の原材料を使用してい
る商品および、神戸市以外で製造
された商品もございます。 主催：公益財団法人 神戸市産業振興財団

■7月18日（水）623日（月）■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後7時、最終日は午後4時30分閉場 ※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。

「神戸セレクション」は、神戸らしいおしゃれで
良質な商品を発掘・選定。神戸ブランドの魅力
を発信しています。

期間中、本館8階 中央ひろばにある応募用紙
に『えんてつカード』のお客様番号をご記入のう
え、ご応募ください。

ファルファーレ               
4ナタリーポインテッドシューズ

（21.5～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・各9,612円

①

②

③

①

②

1神戸マ・クルール
ハニーポット
バームクーヘン（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円

実　演 実　演

新登場

新登場 新登場 新登場

6ダブルストラップ
サンダル（21.0～25.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・各9,720円
※色により取扱いサイズが異なります。

ＴＯＤＡＹ’Ｓ
6パンチング
本革サンダル
（22.0～24.5㎝）
各13,824円
《30点限り》

通称キリンと呼ばれる神戸港に立ち並ぶクレーンを
モチーフにした人気アパレル雑貨ブランドをご紹介。

新登場

新登場

新登場
新登場

新登場

新登場

新登場
新登場

新登場

新登場
新登場

新登場

新登場

※ご応募は1カード1回限りとさせていただきます。※ご当選された
お客様にのみ7月31日（火）までにご連絡いたします。

※写真はイメージです。

新登場

新登場



※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。

タンゴダンサーによ
って誕生した美し
く堅牢な婦人靴を
ご紹介いたします。

・オリジナルプリントスカーフ・・・・・・・・・・6,264円
・ラウンドショルダーバッグ・・・・・・・・・・・19,440円

〈コムイルフォー〉期間
限定

ショ
ップ

■7月18日（水）624日（火）
■本館2階 婦人靴
※最終日は午後5時閉場

Ｔシャツ「いっとうしょう」
・こども（90～155㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円から
・大人（レディース・メンズ/Ｍ・Ｌ）・・・・・・・・・・5,400円

「楽しくないTシャツなんて欲しくない」を
合言葉にユニークなデザインを追求する
〈オジコ〉のTシャツを特集いたします。

〈オジコ〉
■7月18日（水）631日（火）
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

〈シーサイドフリーライド〉期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■7月18日（水）624日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

ダイヤモンドペンダント
（18金ピンクゴールド、計0.40ct）・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

カジュアルなデザインを中心にダイヤモンド
や地金をスペシャルプライスで特集。

アクセサリー
スペシャルプライスバーゲン

■7月18日（水）624日（火）
■本館2階 アクセサリー特設会場

※最終日は午後5時閉場

〈AI〉
ショルダードレス
3点セット水着
・・・・・・・・・24,840円

肩口のリボンが
おしゃれポイント。
涼やかな幾何学
模様が水辺で
映える水着3点
セットです。

2018スイムファッション期間
限定

ショ
ップ

■8月21日（火）まで
■新館５階 特設会場
※最終日は午後４時閉場

8〈うの匠〉うなぎ弁当「浜名湖」（１折）1,800円
●〈山吹〉うなぎ弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・2,052円

鰻を焼く芳ばしい香り、ふっくら贅沢な味
わいのうなぎ弁当で夏バテ防止を。

7月20日（金）は土用の丑
■本館地下1階 惣菜

〈エアウィーヴ〉
必ずもらえるキャンペーン
■7月18日（水）68月20日（月）
■本館7階 〈エアウィーヴ〉

ハンド
タオル
（全2種）
各864円

〈タカシマヤ〉人工皮革ランドセル
（T-HLC17、約1,200ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73,440円

■本館5階 特設会場
2019年度 遠鉄のランドセル

◉お買上げの際に、
「えんてつカードキッズクラブ」
スタンプカードをご提示ください。

8月31日（金）までにランドセルをお買上げのお客様に、
❶「本館5階 ベビー・こども服、おもちゃ、文房具売場でご利用
　いただけるクーポン券（500円分）」
❷「本館5階 こども式服用クーポン（1,000円分）」を差しあげます。
　※詳しくは売場販売員におたずねください。

会員様限定特典

期間中、〈エアウィーヴ〉でお買上げのお客様
にお買上げ金額により、プレゼントを差し
あげます。

クールクール
ピローケース ミニクッション（黒）

以上お買上げ以上お買上げ以上お買上げ
万円3 万円5 万円10

クールクールパッド

※詳しくは売場販売員におたずねください。

※全2種のうち、いずれか1枚をお選びいただけます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

「カードキャプターさくら」
ショップ

これからの季節に心地よいおしゃれを見逃せない価格で！

世界の「びじゅつ」を歌とアニメで紹介する
番組「びじゅチューン！」（NHK Eテレ）

クリアカード編が放送中！
人気のキャラクターグッズを販売！

■7月18日（水）623日（月）
■本館8階 スペース8

■7月25日（水）630日（月）

〈イネド〉・キャミソール5,184円  ・タンクトップ4,212円
■新館3階 キャリアキャラクターズ

・ワンピース各種・・・・・8,640円《10点限り》
・カットソー各種・・・・・・・3,240円《20点限り》
・チュニック各種・・・・・5,400円《10点限り》

「旅」「リゾート」
をテーマにした
スカーフやソフ
トな感触の革
バッグを取り揃
えました。

■7月18日（水）から、なくなり次第終了 ■本館3・4階、新館1～4階 婦人服
婦人服お買上げキャンペーン
期間中、対象の婦人服売場で21,600円以上お買上げの
お客様先着1,000名様に〈サンフェリーチェ〉のジェラート
引換券をプレゼントいたします。

■スペース８夏の婦人服

■ 7月18日（水）623日（月）本館8階 催のご案内

・ロングブラウス12,960円
・カットソー・・・・・・・・・・・・4,860円
・ワイドパンツ・・・・10,800円

4チュニック各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円

8デザインカットソー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円

プレタポルテ
バーゲン

※各日午前10時6午後7時、
　最終日は午後4時30分閉場

特別提供品 「びじゅチューン！」 グッズフェア

※各日午前10時6午後7時、
　最終日は午後4時30分閉場

※各日午前10時6午後6時30分、
　最終日は午後5時閉場©NHK・井上涼

©C,ST/K,EP,N

缶キャンディ
・・・・・・・・540円

購入特典
1回のお会計で2,000円以上
お買上げのお客様に、もれなく
「ミニクリアファイル（非売品）」
を差しあげます。

予告

婦人サンダル
各種（21～26㎝）
・・・・48,600円

〈セオリーリュクス〉〈セオリー〉

■7月20日（金）622日（日）
■本館3階 特設会場

■7月20日（金）624日（火）
■新館3階 
　キャリアキャラクターズ

〈叶匠壽庵〉土用餅（3個入）648円
《7月18日（水）620日（金）の
3日間限り、各日10箱限りの販売》
■新館地下1階 〈叶匠寿庵〉

古来より夏期の悪病災難を退け
除くといわれている土用餅です。

デパ地下 information SALE

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。
エンデパ

登録はこちらから！

遠鉄百貨店
「友だち」登録をしておトクな情報をGET!

.24 .4 .8


