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○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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会期中の
入会・切替でも

OK！
〈ポイント＆クレジットカード〉をご提示で

えんてつ
ポイント 倍！5 新規ご入会、または〈ポイント専用カード〉〈ポイント＆プリペイドカード〉からの

お切替えは本館7階 えんてつカードカウンターまで
※営業時間／日～木曜：午前10時6午後7時、金・土曜：午前10時6午後7時30分

※ポイントアップになるお支払いは ①現金または商品券 ②えんてつカードによる
クレジット支払いに限らせていただきます。
※〈ルイ・ヴィトン〉、〈ティファニー〉、〈カルティエ〉、〈ディズニーストア〉、食料品、
各階セール品、催会場、新館7階など、一部対象外商品・売場がございます。

30年間
愛され続ける
逸品

〈アクアスキュータム〉
㊧婦人トレンチコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,400円 ■本館3階 プレタポルテ
㊨紳士ステンカラーコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,400円 ■本館6階 メンズプレタ

〈マドモアゼルノンノン〉
婦人トレーナー（綿100%）・・・・・・・・・・・・・・19,440円
■本館3階 コンテンポラリースタイル

おかげさまでこの秋、遠鉄百貨店は開店30周年。
オープン以来、多くのお客様が愛してくれた品々、
これからもずっと使い続けていただける素敵な品 を々
ここにご紹介いたします。

あの頃は少し大きめのサイズを着こなす
飾らないスタイルが人気。54年前のブラ
ンド設立時から販売を続けている定番。

30年前にデザインされたトークベレーはブランドを代表す
る定番アイテムとなっています。秋の着こなしに欠かせな
いおしゃれアイテムです。

〈クレドール〉腕時計GSTE917（婦人用、クオーツ、
ステンレススチール・ダイヤモンド、ケース24.8×19.8㎜）
399,600円■本館7階 時計

人気のオパールケースに白蝶貝の文字盤、28石
のダイヤモンドをあしらったデザインが女性らしさ
を演出するロングセラーです。

〈レリアン／ジェンマ〉
・セーター52,920円・カーディガン75,600円
■本館3階 プレタポルテ

〈マキシン〉婦人帽子（Mサイズ、57㎝）・・・・・・・・・・・・・・22,680円 
■本館2階 婦人洋品

特別な酵母の自然な発酵から生まれる天然成分
ピテラをたっぷりと配合した化粧水です。
㊧〈SK-Ⅱ〉フェイシャルトリートメント エッセンス
（160㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,360円

1974年の誕生以来、「スキコン」の愛称で愛され
続ける薬用化粧水。
㊨〈アルビオン〉スキンコンディショナー（165㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円■本館1階 化粧品

洗練された美しさと機能性を兼ね備えた皇室
御用達ブランドとして知られる逸品。
〈前原光榮商店〉紳士傘（16本骨、日本製）
23,760円■本館6階 紳士用品・雑貨

クッキー、クリームチーズ、サワークリームの
3層仕立て。長く愛される浜松の特別な
チーズケーキです。
〈まるたや洋菓子店〉チーズケーキ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459円■新館地下1階 和洋菓子

昔の人の知恵が光ります。炊きたてご飯の水
分をおひつのさわら材が調整して、ふっくらと
したご飯に保ちます。
〈木屋〉江戸びつ（木曽さわら、径18㎝）・・・・・・・12,960円
■本館7階 キッチンテラス

まな板に対して少し角度を持たせて「突き
切り」がより楽にできるオリジナル設計の
三徳万能包丁です。
〈グローバル〉文化包丁（刃渡り18㎝）・・・・9,720円
■本館7階 キッチンテラス

山芋、小麦粉をブレンドした特製の粉と大粒の
たこを使用。表面はこんがり、中身はふんわり
と毎日職人が焼き上げています。
〈たこ八〉たこ焼き（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・560円
■本館地下1階 お・や・つスクエア

低塩味噌を厳選した青しその葉でひとつひ
とつ丁寧に巻き上げました。地元遠州地方
で愛されている故郷の味です。
〈葭川商店〉しその香り（3串）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円
■本館地下1階 遠州グルメ

素材と製法にこだわり、1962年から変わらぬ
レシピを守り作り続けています。なめらかな美味
しさで今も大人気のプリンです。
〈モロゾフ〉カスタードプリン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・324円
■新館地下1階 和洋菓子

時を超えて綿々と受け継がれる
伝統のカップ＆ソーサー。

親から子へ、優しさとともに
伝わってゆく美味しさ。

遠州でずっと親しまれている
香ばしいしそと味噌の風味。

アツアツを焼き続けて30年、
これからも熱いご支援を。

末長く使っても、
切れ味抜群の鋭い包丁。

定番として愛され続けるシンプルデザイン。グッド
イヤーウエルト式製法により、履き込むほどに足
に馴染んでくる紳士靴です。
〈リーガル〉プレーントウシューズ（23.0～26.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円■本館6階 紳士靴

今も昔もおしゃれのルールは
足元からが基本。

渋カジ、カラオケが大ブーム。あの30年前に
流行したデザインを現代風に復刻。秋の装
いに取り入れて楽しんでみては。
〈ルナルーチェ〉スカーフ（88×88㎝）各10,800円
■本館2階 婦人洋品

60年前から発売されているロングセラー商品。
これからの季節に大活躍のソックスです。
〈ハマグリソックス〉
ソックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円
■本館2階 婦人洋品

あの頃にタイムスリップ
してみませんか。

足元を温め続けて、
60年のロングセラー。

カジュアルシーンからビジネスシーンまで
幅広く愛用されているバッグです。
〈ポーター〉2WAYショルダーバッグ（コーデュラダック
×コーデュラナイロン、24.5×5×高さ15㎝、日本製）16,740円
■本館6階 鞄・旅行用品

覚えていますか。〈ポーター〉
のシリーズ「スモーキー」

定番のポロシャツは、18色という豊富なカラー
バリエーション。日本の高い技術が結集して
誕生した一枚です。
〈マンシング〉ポロシャツ・・・・・・・・・・・・各10,800円
■新館5階 ゴルフウェア

若い世代には新鮮な
ペンギンマークのポロシャツ。 昔からの木のおひつが

お米の味を引き立てます。シンプルな濃紺のブレザーに金ボタンが印象的な
アメトラの代名詞。胸元のVゾーンはレジメンタル
タイで決めて。
〈ブルックス ブラザーズ〉
金ボタン紺ブレザー（ウール100%）・・・・・・・・・・・・・・・・・74,520円
■本館6階 メンズトラッド

青年のスピリッツを胸に
正統派トラッドスタイルを。

1953年に生まれた日本初のアルミニウム鋳物鍋。
シンプルでスタイリッシュなデザインが人気。
羽釡のように美味しいご飯が炊けます。
〈無水鍋〉無水鍋（径20×高さ12㎝）・・・・・・・17,064円
■本館7階 キッチンテラス

生まれた時から飾らない。
だからこそ支持される本物。

どんなに時代が進歩しても
守りたいこの味。

これからの定番商品。
一歩先ゆく美しさ。

どこか懐かしい荒牧太郎デザインの、
おしゃれ必須アイテム。

この香り、この味。30年前と
変わらない美味しさ。

変わらぬ美しさが好き。
上質を知る大人のファッション。

30年前にデザインされた
神戸発のベレー帽。

今に生きる
皇室御用達ブランド。

これからも若々しく、
美しくあるために。

今までもこれからも
女性の美しさを守り続ける。

流れる時間を美しく刻む
高級ドレスウォッチ。

ワイルド ストロベリーの図案は、創設者ジョサイア・ウェッジウッド
が生み出した愛され続ける歴史的絵柄。今も世界中の人 を々
魅了し続けています。

シンプルさの中におしゃれの本質がひそんでいます。
豊富なデザインパターンと、多色展開がその人気の
秘密。お気に入りを選んで。

遠鉄百貨店開店当初から愛され続けている
モダン・ブリティッシュの真髄コート。
いつの時代も本物を愛する大人のブランド〈アクアスキュータム〉。
品格が漂うクラシカルなコート。肌接触の良さを改善したギャバジンが
着こなすほどに身体に馴染みます。

〈ウェッジウッド〉ワイルドストロベリーティーカップ&ソーサー
（ピオニー）（ファインボーンチャイナ、200㎖）8,100円■本館7階 和洋食器

毎日の生活に上質なモノを。〈イッタラ〉
の定番グラスが日常のシーンを美しく
彩ります。
〈イッタラ〉アイノ・アアルト（径8.0×高さ11.3㎝、
330㎖）1,620円■本館7階 和洋食器

ほどよい苦みと軽い酸味があり、香ばしいブレンド豆。
その味は遠鉄百貨店オープン以来変わりません。
〈キャピタルコーヒー〉遠鉄ブレンド（100g）572円
【30％増量サービス／9月30日（日）まで】
■本館地下1階 グロッサリー

トレンチコートのカスタムイベント「Fun&Trench」
■9月19日（水）625日（火）■本館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場



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。

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

シュリンクレザー2wayハンドバッグ
（27×10×高さ20㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

洗練されたデザインと機能美が魅力の
レザーバッグをご紹介いたします。

〈バルコス〉期間
限定

ショ
ップ

■9月19日（水）625日（火）
■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

ウォーキングフェア
■9月19日（水）625日（火）

■本館2階 婦人靴イベントスペース
※最終日は午後5時閉場

・ジャケット
・・・・・・・・・・・・56,160円
・スカート
・・・・・・・・・・・・42,120円 抹茶フォンダン（1斤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

〈グランマーブル〉
■9月19日（水）625日（火）

■新館地下1階 ウィークリースウィーツ
※最終日は午後7時閉場

期間
限定

ショ
ップ 〈虎屋ういろ〉

■9月19日（水）625日（火）
■新館地下1階 プラザB1

※最終日は午後7時閉場

〈セオリーリュクス〉
■9月26日（水）610月2日（火）

■本館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場

静岡茶ういろ（1棹）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円

静岡県森町産の風味豊かなお茶を使用
した、遠鉄百貨店限定の商品です。

味の特選会
■9月19日（水）625日（火）
■本館地下1階 食料品催場

ウォーキングシューズ
①〈アシックス〉（22～25㎝）・・・・・・・・・23,760円
②〈コンフォートクリニック〉
（22.5～24㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円
〈アシックス〉足型計測会
■9月19日（水）・20日（木）
〈コンフォートクリニック〉足型計測会
■9月22日（土）624日（月・振休）

① ② この秋のおしゃれ
アイテムを通常より
豊富に取り揃えて、
素敵な着こなしを
ご紹介いたします。

〈味の牛たん 㐂助〉牛たん（しお味、100ℊ当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
その他の出展
●〈銀座木村家〉酒種あんぱん ●〈巣林庵〉くみあげゆば
●〈イノダコーヒ〉アラビアの真珠 
●〈菊の露本舗 喜多林堂〉有平糖割板ピーナツ

抹茶生地にお濃茶の
ような抹茶チョコレート
が入ったリッチな食感。今秋の新商品です。

〈ミキハウス〉協賛 ロンドン
五輪卓球女子団体銀メダリスト
平野早矢香さん
トークショー

ジェイド×MJ 
キッズダンスショー

■午後2時から（約1時間）
■イ・コ・イ スクエア3階

美容家・生活アドバイザーと
して様 な々場面で幅広くご活
躍されている佐伯チズさんに、
いつも健康な美しさを保つため
のこだわりを睡眠のテーマを
交えながらお話いただきます。

美容・生活アドバイザー
佐伯チズさん
スペシャルトークショー
■午後1時・3時の2回
（各回約1時間）
■本館7階 特設会場

磯田道史さんと
塚本こなみさん
トークショー

■午後2時から（約1時間）■イ・コ・イ スクエア3階

9/21金 9/22土

■各日午前11時
・午後3時
（各回約1時間）

■本館7階 キッチンテラス 〈シロカ〉×
かまどさん

ごはんを美味しく炊く
道具特集
進化する炊飯道具を実演を
交えてご紹介いたします。実際
にどんな味に炊き上がるかぜひ、
お味見してみてください。

■午後1時から（約1時間）
■イ・コ・イ スクエア6階

秋の婦人ファッション祭

お買上げプレゼント

期間中、当日3,240円以上お買上げ
のお客様、先着600名様に「ナチュラ
ルバスセット」を差しあげます。

■　　9月20日（木）
　　　　625日（火）
■本館8階 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・チュニック・・・9,720円
・ワイドパンツ・・・9,720円
・ストール・・・・・・・・・・・3,240円
・アクセサリー・・・3,240円

●アウター各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円《15点限り》
●インナー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《15点限り》
●パンツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《30点限り》
●チュニック各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《20点限り》
●リュックサック各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《30点限り》
●ソックス6点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《100セット限り》

フランス製チュニック各種
・・・・・・・・5,400円《10点限り》
4リバーシブル親子バッグ
各種3,240円《10点限り》

掲載点数約2,000点！ 全品送料込み！ 
雑貨・家庭用品から食料品まで幅広い品揃え！ 

　世代を超えて楽しめるイベントが続々と！みんなで楽しみませんか！

日・祝

日・祝

期間中、お買物レシート2,000円以上（合算可）で
1回抽選会にご参加いただけます！（お一人様1回限り）

■9月19日（水）624日（月・振休） ■抽選会場／イ・コ・イ スクエア地下1階
登録はこちらから!
※一部対応していない機種・アプリがございます。

Q
R
コ
ー
ド

まずは友だち登録を！

有名テーマパーク
ペアチケット

〈柿安本店〉
肉クーポン
（8,000円相当）

選べる雑貨・グルメ
ギフトカタログ
（5,000円相当）

30周年記念
遠鉄百貨店オリジナル
ハンカチ

2等
10名様

3等
20名様

4等
30名様

5等
300名様

選べるグルメ
ギフトカタログ
（20,000円相当）

1等
5名様

9/29土・30日

■各日午前11時
・午後3時
（各回約1時間）

〈バーミキュラ〉
ライスポット

えんてつカード  ネット会員登録

9月30日（日）までの期間限定 オープニング記念！
「お得なポイント交換商品」も要チェック！

えんてつポイントショップ

QRコード
※一部対応していない
機種・アプリがございます。

◎ご利用には、えんてつカードネット会員
の登録が必要となります。 

※「えんてつポイントショップ」は、（株）遠鉄百貨店とカタログギフトの企
画・制作専門メーカー（株）大和との共同運営となります。
※各日、午前1時～午前5時の間はシステムメンテナンスのため、
ご利用いただけません。

30年の感謝の気持ちを込めて、
これからも皆様とごいっしょに。

■主催／静岡県華道連盟　静岡新聞社・静岡放送 ■後援／静岡県、静岡県文化協会、浜松市、（公財）浜松市文化振興財団

■　　9月20日（木）625日（火）■本館8階 催会場■入場料／500円※中学生以下は無料

※えんてつカードもしくは友の会会員証のご提示により会員ご本人様は無料でご入場いただけます。

【第1部】20日（木）午前10時6午後6時30分　21日（金）午前10時6午後5時
【第2部】22日（土）午前10時6午後6時30分　23日（日・祝）午前10時6午後5時
【第3部】24日（月・振休）午前10時6午後6時30分　25日（火）午前10時6午後4時30分※各日入場は閉場30分前まで

いけばな作品
人気コンテスト開催
投票者にも素敵な
賞品をプレゼント
いたします。

※当日午前10時より、本館1階 西入口にてイス席の整理券（100席）を
　配布いたします。（お一人様1枚限り）

日替り洋菓子限定販売
食品バイヤーが厳選！大人気のスウィーツが日替りで続 と々登場！

〈クリオロ〉幻のチーズケーキ（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円《100点限り》

〈自由が丘ロール屋〉和三盆ロール
（1本、12㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円《100点限り》

9/19（水） 9/20（木）

〈冨久家エマーユ〉イタリアンロール（1本）
1,650円《午後2時からの販売、120点限り》

9/21（金）

〈新宿高野〉マロンロールケーキ（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円《150点限り》

〈トシ・ヨロイヅカ〉ガトーエクアドル（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,850円《100点限り》

9/22（土） 9/23（日・祝） 9/24（月・振休）

■新館地下1階 
特設会場

歴史学者と樹木医が語る
日本の花の魅力

人気の歴史学者、磯田道史さんと日本初の女性樹木
医の資格を取得した塚本こなみさんに、花の美しさや
フラワーパークの魅力についてお話しいただきます。

ロンドン五輪卓球女子
団体銀メダリストの
平野早矢香さんに現役
時代のお話や卓球のデモン
ストレーションをしていただきます。

〈ポール＆ジョー  ボーテ 〉
8,640円以上お買上げの
お客様、先着50名様に
「オリジナルポーチ」を
差しあげます。

〈ルナソル〉
8,640円以上お買上げの
お客様、先着25名様に
「オリジナルランジェリー
ポーチ」を差しあげます。

〈クレ・ド・ポー ボーテ〉
10,800円・15,120円の
施術を受けられたお客様、
先着50名様に「シナクティフ
特製サンプル」を差しあげます。

化粧品お買上げプレゼント
どれが好き？おしゃれ心をくすぐるポーチ、バッグがラインアップ！

■本館1階 化粧品 ■9月24日（月・振休）まで

〈シュウウエムラ〉
ファンデーションを含め
5,616円以上お買上げ
のお客様、先着50名様に
「オリジナルポーチ」と
「ブロックブースター（化粧
下地）ミニサイズ」を差しあ
げます。

〈ロクシタン〉
6,480円以上お買上げの
お客様に「オリジナルトート
バッグ」を差しあげます。
《数量限定》

〈クリニーク〉
7,560円以上お買上げの
お客様、先着100名様に「オリ
ジナルポーチ」を差しあげます。

　開店30周年を記念したお買上げ特典や限定スウィーツが登場！

オトクなクーポンも配信中！！

予告

〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
ケーキ3種セット（バンブー、ショコラプララン、
チーズケークシトロネ）2,401円《100セット限り》

9/22土・23 日・祝

マクドナルド●

●
プレス
タワー

※一部対応していない機種・アプリがございます。

エンデパ

遠鉄百貨店

登録はこちらから！

「友だち」登録をしておトクな情報をGET!

Q
R
コ
ー
ド

新規入会特典！！

※詳しくは登録時に配信されるクーポンを
ご確認ください。

■9月30日（日）まで

〈坂角総本舖〉さくさく日記
（海老・帆立どちらか）１袋プレゼント！

今なら！ NPC浜松千歳町パーキング
に駐車されたお客様限定

駐車当日、店内にて2,000円以上お買上げのお客様に通常のサービスに加え、
「NPC浜松千歳町パーキング200円引券」プレゼント！

【10月１6日（火）まで】

■配布場所／本館1階 店内案内所

あ す

あ す


