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〒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

※平成26年度、20歳女性の
　平均身長158.3cmとの比較です。
　［出典］厚生統計要覧（平成28年度）

24金 将棋駒一式（40点セット）28,360,800円

特別展示品

高さ約2mの
大迫力
黄金の
金将駒
金箔約1,700枚使用

黄金で蘇るトヨタ2000GT

〈
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書
〉

金製品の展示即売会入場無料

切れたネックレス、片方なくしたピアスなど、ご自宅で眠っている貴金属をお持ちください。
その場で買取りいたします。査定のみも承りますので、まずはお気軽にどうぞ。

金・銀・
プラチナ・
貴金属

査定・買取りは遠鉄百貨店にお任せください。

愛され続ける金工芸作品。
手元に置いておきたい輝きです。

上川 宗照

往年の名作が
永遠の輝きに。

本商品は、株式会社手塚プロダク
ションと契約により、黒谷株式会社
が製造したものです。

優れた技と感性が光る、
金工芸ならではの輝きです。

※貴金属買取りには、現住所が記載されたご本人確認書が必要です。運転免許証・保険証・
パスポート・住民票などをお持ちください。※金・銀・プラチナは相場に応じて買取り価格が変動いた
します。※ご売却品によってはお取扱いできない場合もございます。※ご売却後、買取り品のお買い
戻しはいたしかねます。静岡県公安委員会許可 第491270003624号 株式会社遠鉄百貨店

・歩兵 （各約33g）・・・・・・・・・・・・・・・各604,800円
・香車 （各約37g）・・・・・・・・・・・・・・・各658,800円
・桂馬 （各約41g）・・・・・・・・・・・・・・・各723,600円
・金将/銀将 （各約46g）・・・・各799,200円
・飛車/角行 （各約51g）・・・・各885,600円
・王将/玉将 （各約61g）各1,004,400円

K24総重量約1600ｇで製作した将棋駒一式です。
各将棋駒のオーダーも承ります。※納期：約6週間

24金 トヨタ2000GT※タイヤ部分のみ銀925
・Sサイズ（約45g、全長約10.0×高さ約2.5×幅約4.0㎝、ケース付き）1,296,000円
・Mサイズ（約120g、全長約15.3×高さ約4.1×幅約6.0㎝、ケース付き）3,024,000円

24金 御守札（8種）
（各約1g、各縦約3.2×
横約1.5㎝）
各12,960円 《石川光一 作》

24金 開運小判
（約12g、縦約6.4×横約
3.6㎝）119,880円

《原美信 原作》
24金 額 「宝船」
（約10g、縦約8.7×横約
14.3㎝〈額サイズ：縦約
28.5×横約34.0㎝〉）
・・・・・・183,600円 

《舟谷喜雲 原作》
24金 大日如来
（約280g、高さ約15.0×
幅約6.3㎝）
4,190,400円 

《上川宗照 作》18金 おりん 
2.5寸（約240g、高さ約4.5×幅約7.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,440,800円

気品ある仏像。
ご先祖さまへの
感謝を煌きに
込めて。

24金 火の鳥
（約40g、高さ約9.5×幅約12.5㎝）
・・・・・・・・・・・・1,620,000円
《全国限定30点》 

■7月25日（水）630日（月）
■本館8階 催会場※各日午前10時6午後6時30分、

　最終日は午後5時閉場

各日午前11時6午後6時
※最終日は午後4時まで 
※混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。黄金のお茶席

純金の茶碗にてお召しあがりいただける茶席をご用意いたしました。

※写真はイメージです。

これぞ輝きの一手!お好きな
駒をお選びいただけます。

昭和20年東京生まれ。16歳で
父宗照に師事。昭和52年から２
代目宗照を継ぎ、数々の金工芸
品を出品。
平成21年現代の名工卓越技能
章、平成26年黄綬褒章を受章。

誠に勝手ながら8月7日（火）は棚卸しのため、午後6時30分までの営業とさせていただきます。
※本館８階 レストラン街・本館2階 〈星乃珈琲店〉は通常通り午後9時まで営業いたします。

お知らせ

一服 1,000円
（お干菓子付）



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。

連日休まず、午後7時30分まで営業。
本・新館2～7階のみ、日～木曜日は

午後7時までの営業とさせていただきます。

18金ピンクゴールド
①ダイヤモンドリング・・・・・・・・・・・・・・・183,600円
②ダイヤモンドペンダント・・・・・・・・194,400円

繊細なデザインが魅力のペンダントやリン
グを特別価格で取り揃えました。

ジュエリーバーゲン
■7月25日（水）631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

婦人サンダル（S～L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・各14,040円

熟練した職人がマルチカラーの本革を縫
い上げた足馴染みの良いサンダルをご紹
介いたします。

〈エスタシオン〉期間
限定

ショ
ップ

■7月25日（水）631日（火）
■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

アフィニティー
（婦人用、ケース径32.7×21.1㎜、
クォーツ、ステンレスブレスレット、
10気圧防水）421,200円

人気モデルに美しい
ブルーのダイヤルカラー
が加わりました。洗練
された美しさを是非ご
覧ください。

※お問合せは、本館7階 〈フォンテーヌクチュール〉
TEL.053（457）5279［直通］まで

〈フォンテーヌ〉
夏の涼感ウィッグフェア
■7月25日（水）631日（火）
■本館4階 特設会場

〈センチュリー〉フェア
■7月25日（水）68月7日（火）

■本館7階 時計

■7月25日（水）630日（月）本館8階 催のご案内

アクセサリー＆
婦人ファッション
バーゲン ■スペース8

※各日午前10時6
午後6時30分、
最終日は午後5時閉場

4・フランス製ワンピース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
・フランス製ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

9フランス製トップス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円

4アコヤパール2点セット
（ネックレス・イヤリング／各7.5～8.0㎜珠、
留金シルバー）・・・37,800円
《5セット限り》

618金イエローゴールド
ダイヤモンドピアス
（計0.30ct）・・・・・・・25,920円
《5点限り》

618金イエローゴールド
ブレスレット
（長さ16㎝＋2㎝アジャスター付）
・・・・・12,960円《5点限り》

高級感漂うおしゃれアイテムをお買得価格でご提供！

① ②

プレゼント
期間中、〈センチュリー〉の腕時計
をお買上げのお客様先着5名様に、
「ウォッチケアキット」を差しあげます。

お買上げプレゼント
期間中、ウィッグ・トップピース®を
お買上げのお客様に、本館3・4階 
婦人服売場で使える「1,000円
クーポン券」を差しあげます。
さらに、108,000円以上お買
上げのお客様に「遠鉄百貨店
商品券（5,000円分）」を差し
あげます。

2018 お得でエコ〈フォンテーヌ〉緑の森キャンペーン
ウィッグ下取りキャンペーン開催中

■8月31日（金）まで

他社製品
もOK!

■7月25日（水）68月21日（火）■各階で開催

■7月25日（水）631日（火）
■新館地下1階 和洋菓子※最終日は午後7時閉場

①モンブランタルト②マンダリンタルト
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各500円

九州博多本店のマカロン専門店から、
期間限定・数量限定でフルーツたっぷ
りのタルトが登場。

■8月21日（火）まで
■新館地下1階 プラザB-1※最終日は午後7時閉場

〈たねや〉五六あわせ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・2,420円

心太突きの遊び心を添えた細切りゼリー。
爽やかな葡萄、ふくよかな白桃、濃厚な
マンゴー&パッションの
3種のソースをご用意。

〈柿安ダイニング〉
ローストビーフのグリ
ル野菜添え～和風
ガーリックソース～
（100g）・・・・・・780円
■本館地下1階
惣菜

自慢のロースト
ビーフに彩り豊
かな夏野菜を添
えました。

岩手県産米「結の香」を使用し醸した純米大吟醸を
生貯蔵し、出荷直前に火入れをした爽やかな夏酒です。
〈あさ開酒造〉純米大吟醸ハレの日夏酒（720㎖）1,382円
■新館地下1階 和洋酒

■7月27日（金）68月5日（日）

プレミアム
サマーバザール
プレミアム
サマーバザール

新  館

本  館
婦人服

小さなサイズのパールサイズ
大きなサイズのユアサイズ

3Ｆ ベビー・こども服5Ｆ

紳士服・紳士雑貨6Ｆ 婦人服4Ｆ

婦人服2Ｆ

婦人服3Ｆ

紳士服6Ｆ
婦人服4Ｆ

①

②

〈有名ブランド〉婦人雑貨セール■7月25日（水）631日（火）■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

■7月25日（水）68月14日（火）■新館6階 〈デニムセレクトフォーメン〉

晴雨兼用傘・雨傘・ストール・スカーフなど盛夏アイテムがお買得！

期間中、対象商品を2点以上お買上げでセールアイテムがさらに10％OFF！

〈デニムセレクトフォーメン〉2BUYセール

7月27日（金）68月12日（日）

7月27日（金）68月12日（日）

今週の遠鉄百貨店
各階のイベント情報は
遠鉄百貨店ホームページ
を今すぐチェック！

※一部対応していない
機種・アプリがございます。エンデパ
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〈パティスリー シオン〉ゼリー
（㊧クレーム マンゴー、㊨ライチフランボワーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各480円
■新館1階 和洋菓子

爽やかなフルーツ感たっぷりの
ゼリーが色とりどりに揃いました。

デパ地下 information

■7月27日（金）629日（日）


