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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

大好評
開催中

開　店
30周年記念

※最終日は午後４時３０分閉場午前10時6午後7時30分
■10月16日（火）まで■本館8階 催会場

秋の

見逃せない!２週目も魅力満載！新しい味続々 と！

ベーカリー特集

ちーずゴロゴロフランクのパニーニ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円《各日100個限り》

小樽洋菓子舗 ルタオ［小樽市堺町］
ロイヤルクロワッサンリング（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《各日30個限り》

morimoto［千歳市千代田町］
贅沢生クリーム角食（1.5斤、1個）800円《各日50個限り》

レ・ディ・ローマ・プラス［札幌市南区］
海の恵みピッツァ（冷凍、1枚）1,512円

地中海をイメージしたピッツァです。
ぷりっぷりのエビにいか・あさりを贅
沢にのせました。

オクタゴン［小樽市堺町］
どさんこドーナツ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・150円から

8①オレンジのタルト（1個）・・・・357円
②エッグタルト（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
4キッシュ（白老牛とドライトマト・インカのめざめ、
虎杖浜産たらことエビ・ほうれん草、1個）各388円

あいすの家［夕張郡長沼町］

円甘味［小樽市入船］
ブリュレアップルイン
バウム（1個）・・・・・・・・399円
《各日100個限り》

新登場

MAIKO'SBAKE ［白老郡白老町］

スノーロイヤル（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・770円

ベリーミックス
パフェ（1個）
・・・・・・・1,010円

チョコレートパフェ
（1個）・・・・・・1,010円

新登場
イートイン

昭和36年創業の〈雪印パーラー〉。その歴史とともに愛さ
れる乳本来の味わいを残した、後味さっぱりの超高級アイ
スクリーム「スノーロイヤル」をはじめ、札幌本店のパフェメ
ニューから6種類をイートインコーナーで楽しめます。

カカオのほろ苦
さとクリームの甘
さの絶妙なバラ
ンスがあとを引く
パフェです。

ブルーベリーと
ラズベリー、ブラ
ックベリーの
3種類のフ
ローズンベ
リーを組み合わ
せた女性に大
人気のパフェ。 乳脂肪分は15.6％、

卵を使わず、乳本来
の味わいを残した、
後味さっぱり極上の
バニラアイスクリーム。

※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

自家製の椿酵母を使用した生地
使用。香ばしくサクッとした食感が
大人気。

白老産フレッシュ卵と北海道産フレ
ッシュクリームをふんだんに使用した
エッグタルトをはじめ、キッシュなどの
焼き立てを提供するキッシュとタルト
の専門店。

自社製のカチョカバロなどチーズがたっぷり
入った炭火燻煙フランクフルトを豪快に挟ん
だ香ばしいパニーニです。

表面を焦がしたブリュ
レの中に、クリームと特
製のリンゴ入り。

北海道産小麦「春よ恋」と生クリームをふんだんに
使用した角食です。

①

②

新登場 実　演

クーポンプレゼント
大北海道展秋
の

開店30周年記念 

100円
クーポンプレゼント!!

クーポンプレゼント!!
100円

すでに「友だち」登録
済みのお客様全員に
※新規登録のお客様含む

遠鉄百貨店とＬＩＮＥ@で
新規に「友だち」登録
されたお客様に

さらに
!!

友だち
限定!

■10月16日（火）まで
■本館8階 催会場
※最終日は午後4時30分まで※担当係員にお声掛けください

［札幌市中央区］

「平成30年北海道胆振東部地震」により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申しあげます。
地震の影響により、販売開始日時に遅れが生じたり、販売を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
あさひテレビ［とびっきり!しずおか］月～金 午後4時45分より放送中

※イートインは各日午前10時30分からの営業、ラストオーダーは閉場の1時間前まで

小麦が主役
北の大地から
ベーカリーが登場



※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。

　　　生チョコレート
［アイラウイスキー（ポートシャーロット）］
（20粒入）・・・・・・・・・・・・820円《数量限定》

〈セイコー〉
アストロン エグゼク
ティブ スポーツライン 
ノバック・ジョコビッチ2018限定モデル
（紳士用、GPS衛星電波修正、純チタンケース、セラミックベゼル、
強化シリコンストラップ、20気圧防水、径46.7×51.4㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・291,600円《遠鉄百貨店3本限り》

テニスのN・ジョコ
ビッチ選手の史上
８人目の生涯グラ
ンドスラム達成を
記念した新作モ
デルをご紹介いた
します。

　　　走れるパンプス スエードシリーズ
（22.0～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各9,612円

人気の走れる
パンプスにス
エードタイプ
が新登場。
撥水スエードの
ため、急な雨で
も安心です。

※最終日は午後5時閉場

期間
限定

ショ
ップ

パワークッション（レディス22～25㎝、メンズ24～27㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各16,200円

スポーツの秋。足型を測定して履き心地の
良い一足をぜひこの機会に。

〈ヨネックス〉
■新館5階 スポーツ

〈シューズイン神戸〉 期間
限定

ショ
ップ

■10月10日（水）616日（火）
■本館2階 婦人靴

秋の〈セイコー〉フェア
■10月10日（水）623日（火）

■本館7階 時計

婦人バッグ（23×15×高さ43㎝）・・・・・・各14,040円

世界25ヶ国以上で愛用されている、身体
に優しく機能的なバッグを取り揃えました。

※最終日は午後5時閉場

〈ヘルシーバックバッグ〉
■10月10日（水）616日（火）

■本館2階 スペース2

六花亭［帯広市西二条南］
①マルセイバターサンド（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・650円
②いつか来た道（5個入）680円
③ひろびろ（6個入）・・・・・・・・・720円

松尾ジンギスカン
［瀧川市明神町］
特上ラムジンギスカン
（400g）・・・・・・・・・・・・・1,100円

丸豆岡田製麺［函館市大手町］
函館拉麺（塩・しょうゆほか）各540円

南かやべ漁業協同組合
［函館市川汲町］
①がごめ源
そば（160g）
②がごめ源
うどん（180g）
各648円

石屋製菓［札幌市西区］白い恋人
五  島  軒［北斗市追分］ベルギーチョコレートケーキ
佃　　善［札幌市手稲区］じゃが豚
プルマンベーカリー［札幌市西区］男爵カレーパン
北見ハッカ通商［北見市卸町］ハッカ製品
肴や一蓮蔵［札幌市中央区］しゅうまい
山下水産［寿都郡寿都町］生たきしらす佃煮

十勝プライド［河東郡音更町］
・十勝ラクレットモールウォッシュ
（150g）1,080円・おいしいカマ
ンベール（250g）1,620円
・カチョカバロ（200g）1,080円

井原水産［留萌市舟場町］
　　　カズチー（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65円

　　　カフェアキラ
［函館市大手町］
　　　　　　
①夕張メロンパフェ
（1杯）・・・・・・・・・・・・・・600円
②北海道メロンソフト
クリーム（1本）380円

綠華菓［北海道恵庭市］
スイートポテト（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

めめ［札幌市中央区］
　　　　　　  宇治抹茶わらび餅
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円

札幌の森［札幌市豊平区］

よくばりカタラーナ
もんぶらんの樹（1個）・・・・・・・・・・・・・・・1,400円

牧家［伊達市乾］
牧家の杏仁豆腐（520g）・・・・・・・・・・・・・883円

　　　　市場めし 兆 
-KIZASHI-［札幌市中央区］
海喜弁当（1折）2,160円
《各日100折限り》

ジョリクレール［北斗市中央］
　　　 PIECE OF CAKE
（ミックスベリー・抹茶・ティラミス・マンゴー、1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各497円

新商品

新商品

30周年記念限定

えんてつオリジナル 30周年記念限定

新商品

えんじゅ［札幌市中央区］オリゴ糖

秋の

開店30周年記念

※最終日は午後４時３０分閉場午前10時6午後7時30分
■10月16日（火）まで ■本館8階 催会場

食べても食べてもまだ食べたい! 北のご馳走！！

ロイズショップ
［札幌市北区］

SHOP
香り立つ奥深いアロマとスモー
キーな余韻が口の中に広がる
大人の生チョコレート。

北海道産のクリームチーズ、
マスカルポーネを使用した、
食べきりサイズのケーキです。

数の子とチーズを組み合わせました。
お酒との相性抜群です。

北海道産ゆめぴりかを
使用し、新鮮な海鮮を
彩り美しく盛り付けました。

完熟した夕張メロンを
ふんだんに使った特製
パフェをご用意。

第2弾も継続出店中！

今週から登場!!

実　演

実　演

実　演

①

①

②

②

③

ほか

〈メリーチョコレート〉パーティー
キャニスター（197ｇ）2,160円
■新館地下1階 和洋菓子

カボチャの缶にチョコレートやマ
シュマロ、クッキーを詰めました。

デパ地下 information

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！ 
えんてつカード  ネット会員登録

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。

マクドナルド●

● プレス
タワー

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、

【10月１6日（火）まで】

■配布場所／本館1階 店内案内所
「NPC浜松千歳町パーキング200円引券」プレゼント!

新商品

【イベント】足型計測会
■10月13日（土）午前10時6午後4時
〈ヨネックス〉の専門スタッフがお客様に合う
最適なシューズ選びをお手伝いいたします。
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