
〒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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誠に勝手ながら8月7日（火）は棚卸しのため、全館午後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〉は午後９時まで、本館屋上ビアバイキングは午後9時30分まで通常通り営業いたします。お知らせ

独特の文化と伝統が薫る

■8月1日（水）66日（月） ■本館8階 スペース8

真夏の婦人ファッション
フェスティバル

後援／スコットランド国際開発庁、浜松市※午前10時6午後6時30分、最終日は午後5時閉場
4〈ロイヤルブラウン〉
　トートバッグ
　　（26.5×10×高さ20㎝）
　　　　・・・・・35,424円
　　　　　《5点限り》

6〈ストラスモア〉タータン
ネクタイ（ウール、全50種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5,940円

スコットランド タータン・チェック 
トークショー

「ペイトン号救出劇」パネル展示

このほかにもお得な
商品を多数ご用意！

アイテムも豊富！シーズンオフ品まで破格のプライスダウン！
おしゃれな夏のアイテムを見逃せないプライスで！

山と湖の国スコットランドを象徴するタータン
チェックにまつわるお話をご紹介いたします。

明治時代に遠州灘で遭難した英国船ペイ
トン号を助けた浜松市民。その勇気ある行
動をパネル展示でご紹介いたします。

〈ウォーカー〉
【ヘンリー王子ご成婚記念缶入】
ショートブレッド（300g）
・・・・・・3,240円《30点限り》

ヘンリー王子のご成婚を記念
して限定で作られた、写真入り缶
に入ったショートブレッドです。

4〈アンティークアイ〉スコティッシュブローチ
（メノウ、シルバー、ガラス）41,040円《現品限り》

伝統的なヴィクトリア時代の装身具。

スコットランド製タータン生地を
使用、日本の革職人が丁寧に
　　　　仕上げました。

※イギリス産以外の原材料を使用している商品や、イギリス以外で製造している商品もございます。

スコットランドの伝統楽器ハイランドバグパイプ
の独特な音色の演奏をお楽しみください。
■8月4日（土）・5日（日）
■各日午前11時・午後1時・3時（各回約20分）
■演奏／日本スコットランド協会理事 山根 篤氏

■8月1日（水） ■参加費無料
  ■午前11時・午後3時（各回約20分）
  ■講師／日本スコットランド協会 会員奥田実紀氏

バグパイプ演奏

■中央ひろば

【世界限定250体】〈ハーマン・シュピルワーレン〉
プリンスルイスご誕生記念ベア（高さ約30㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64,800円《3点限り》

英国王室ウイリアム王子の第３子ルイスのお誕生
記念ベア。誕生日が足裏に刺繍されています。

〈ヴィクトリアンジェット〉
カット玉ネックレス（長さ約42㎝、日本製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156,600円《2点限り》

ヴィクトリア時代に大流行した装飾
品ジェットを現代スタイルに復刻。

4ミートパイ
（1個）・・・・・・・・・378円

〈ジェリーズパイ〉
8ストロベリー
カスタードパイ
（1個）・・・・・・・・・324円

イギリスの伝統的
家庭料理である
焼きたてのパイを
多彩に取り揃えま
した。

【女王陛下戴冠65周年記念】
4〈ロイヤルコイン〉エリザベスⅡ女王陛下戴冠
65周年記念銀貨（径3.861㎝、925SV、英国製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,600円《現品限り》

戴冠式から65年をお迎えになられたその記念
に2018枚限定発行されたフォトストーン銀貨。

2〈アートジャンクション〉エナメル
ブローチ（シルバー、ヴィンテージ品）
46,440円《現品限り》

アート アンド クラフト運動で
注目のジュエリーデザイナー、
バーナードインストンのブローチ。

4〈エルゲート〉
ロンドンバス＆
タクシー型ミニカー
（鉛筆削り機能付）
1,728円《50セット限り》

4〈エインズレイ〉エリザベスローズティーカップ&
ソーサーよりどり2点（カップ／径10.5×高さ6㎝、
　　　　　ソーサー／径14.7×高さ2.5㎝、中国製）・・・・・15,120円

6〈エインズレイ〉イギリスの家
ティーポット＆書籍セット

（20×10×高さ16㎝、約700㎖、中国製、
ヴィンテージ品）12,960円《現品限り》

4婦人カットソー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

4プリーツワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

世界が憧れる英国の魅力を一堂に。

婦人トップス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

婦人コート各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

カシミヤセーター各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

●沖縄かりゆし特集
●婦人大きなサイズ特集
●紳士シャツ特集

■催会場

■催会場

■8月1日（水）66日（月）本館8階 催のご案内 ※午前10時6午後6時30分、
最終日は午後5時閉場

4〈ゴールデンフット〉
サンダル各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

4カジュアル
バッグ各種
・・・・・・・・4,104円



〈鶴屋𠮷信〉華華火（1棹）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円
■新館地下1階 和洋菓子

夏の夜空を彩る大輪の花火を
小倉羊羹とこはく羹で鮮やか
に表した意匠羊羹です。

デパ地下 information

リング各種
・・・・・・・・・9,720円から
※オーダー商品のお渡しは
約2ヶ月後となります。

さまざまな色やカ
タチ。まるでフルー
ツのような天然石
の中からお好きな
石を選んでいた
だきリングをお作り
いたします。

機能性と耐久性
に優れ、時代に応
じた使いやすさも
徹底追求した今
注目のバッグブラ
ンドをご紹介いた
します。

緑茶とチーズのサンドクッキー（6個入）756円

熟成茶を使用した緑茶クッキーでフランス
産チーズのチョコレートをサンドしました。

期間
限定

ショ
ップ

〈セイバン天使の羽〉人工皮革ランドセル（約1210g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各68,040円

〈ガトーポルト〉期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■8月1日（水）67日（火）
■新館地下1階 特設会場

〈フリュイジョリ〉
■8月1日（水）67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

【MEN'S EX コラボレーションシリーズ】
DOUBLE LINE BACKPACK・・・31,320円

〈マキャベリック〉
■8月1日（水）621日（火）
■新館6階 特設会場
※最終日は午後6時閉場

2019年度 遠鉄のランドセル
■本館5階 特設会場

◉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尋ねください。

会員様限定特典

8〈ブルーノ〉流しそうめん器（30×30×12.5㎝、水量2.0~2.5ℓ）・・3,780円
6〈トフィー〉電動2wayかき氷メーカー（径約15.5×高さ37㎝、専用製氷カップ
180㎖×2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,622円 ■本館7階 台所用品

夏のパーティを盛り上げる！どこでも手軽に楽しめる流しそうめ
ん器。電池式だからアウトドアでも使用できます。

健康をテーマにした中華惣菜をバラエティ豊かに詰め合わせました。

〈築地 中島水産〉寿司盛合せ・・・・・・3,240円
《8月7日（火）までの販売》 ■本館地下1階 鮮魚

〈インストアベーカリー ドンク〉パーティーサンド フェット
（1セット）3,780円《8月4日（土）・5日（日）の販売、各日10セット限り》
※ご予約も承ります。ご予約・お問合せは、店頭または
TEL.053（452）2588［直通］まで ■本館地下1階 〈ドンク〉

6〈サンフェリーチェ〉かき氷
（いちごミルク・練乳はちみつ）各500円

■本館地下1階 お・や・つ スクエア

〈アフタヌーンティー・
ティールーム〉抹茶
ババロアのクリーム
あんみつパフェ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・940円
■新館1階 
〈アフタヌーンティー・
ティールーム〉

■8月21日（火）まで ■各階で開催

プレゼント

■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

スクエアポーチ（約15×6×11㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,944円

こどもから大人まで愛されるドラ
えもん。〈I'm Doraemon〉シリー
ズのグッズをご紹介いたします。

2,160円以上お買上げのお客様、
先着200名様にオリジナルメモを
差しあげます。

コラボ商品をお買上げのお客様にオリジナルクリア
ファイルを差しあげます。

プレゼント

■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後5時閉場

歩きやすさをを追求したブランド〈リゲッタ
カヌー〉が手塚マンガとコラボした日本製
サンダルをご紹介いたします。

プレゼント

■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

①トート（23×11×高さ20㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円
②ポーチ（14×6×高さ11㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

サンダル（S、M、L、LL）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,980円

懐かしさいっぱいの〈ペコちゃん〉のバラエ
ティグッズを豊富に取り揃えました。

①

②

■イ・コ・イ スクエア5階
※保護者の方同伴でのご参加をお願いします。

★絵本読み聞かせ
■各日午前11時（約20分）

★ワークショップ
■8月4日（土）午後2時（約30分）

★リトミック
■8月5日（日）午後2時（約30分）

お友達やご家族とご馳走を囲んで楽しいひとときを。

〈健美幸房 鳳凰〉オードブルセット（1皿）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,980円
※2日前までにご予約ください。※ご予約・お問合せは、店頭またはTEL.053（457）5546［直通］まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ■本館地下1階 惣菜

要予約
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※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。※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）
8月1日（水）621日（火） 《予告》8月23日（木）69月10日（月）
【東京都板橋区／らあめん 元】 【東京都江東区／

拉麺5510

琥珀煮干塩麺（1杯）・・・・・・・・・・・・・・800円

■本館8階 レストラン街

第8区

東京ラーメンオブザイヤー塩部門2連覇。
煮干をメインにしたスープに国産小麦100%
の麺に絶品チャーシュー、至極の一杯です。

第9区

鶏ガラ黒醤麺
（1杯）・・・・・・・・・・750円

1,620円以上お買上げのお客様に〈ペコちゃん〉
オリジナルクリアファイルを差しあげます。


