
〒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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ネットショッピング 「えんてつ冬のトク得ギフト」は全国送料無料！

早期ご来店お買上げ特典

「遠鉄百貨店・テレしず共同企画」

本館8階 冬のギフトセンターにて10,000円以上お買上げの
お客様、先着4,500名様に差しあげます。※お一人様1点限りとさせて
いただきます。※なくなり次第終了とさせていただきます。

〈ペック〉トートバッグプレゼント！
テレホンショッピング
■あす11月15日（木）
　 612月21日（金）
※午前10時6午後6時、最終日の
ご注文受付締切は、正午までとさせて
いただきます。 （約30×5×高さ33㎝）

※お支払い方法：クロネコ代金後払
いサービス（コンビニ払い）、または
銀行振込・現金書留とさせていただき
ます。※詳しくはフリーダイヤルにてお
問合せください。

1872年創業、近江の老舗和菓子舗が出店いたします。

ネットエンデパインターネットでも
一部商品を承り中！！

カタログをご希望の
お客様はご郵送
いたします。

ご予約・お問合せは　　0120-355131まで

2019年 遠鉄百貨店の
■11月14日（水）6平成31年1月8日（火）
■新館地下1階 プラザB-1※最終日は午後7時閉場

◆承り期間／12月24日（月・振休）まで
◆承り場所／本館地下1階 北東入口
　おせち料理ご予約承り特設会場

ご予約承り

〈下鴨茶寮〉
和風三段重
（約21×21×高さ
5.2㎝、約4~5人前）
39,960円
《50点限り》

〈シェ松尾〉洋風二段重（約9.8×40.3×高さ4.1㎝、
約3~4人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円

おもてなしの心を大切に、美しく美味し
い一皿を作る名店のおせち。

京野菜による懐石料理
で有名な老舗料亭の技
で仕上げたおせちです。

※お電話による受付は午前10時6午後6時とさせていただきます。

〈たねや〉シーズンショップ期間限定出店

ふくみ天平（6個入、浜松限定パッケージ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

近江のもち米を使用した芳しい
最中種で、求肥入の餡を挟んで
いただく手づくり最中です。

栗月下（1本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円

久里久里（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

どらやき（10個入、粒・白各5個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円

栗本来の味わいとほ
くほくとした食感をそ
のままに仕上げた贅
沢なお菓子です。

本館８階 冬のギフトセンター開設！
※午前10時6午後7時、
最終日は午後5時閉場■あす11月15日（木）612月21日（金）

期間中、対象商品をお買上げの際にお渡しする応募券でご応
募していただくと、後日抽選で120名様にプレゼントが当たります。
●1等／遠鉄百貨店商品券5,000円分《20名様》 
●2等／冬のギフト人気商品《100名様》

■あす11月15日（木）612月9日（日）

えんてつカード
「ポイント&クレジットカード」
のご提示で

えんてつ百貨店友の会
会員証もしくはご優待券の
ご提示で

または

※お支払いは、現金または商品券に限らせて
いただきます。（一部10％OFF対象外の商品
がございます。）※10％OFFはお買上げ合計
2,160円以上の場合となります。

ポイント

ポイント専用カードはポイント5倍

※お支払いは、現金または
商品券、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。

2018冬のギフトプレゼントキャンペーン

冬のギフトカタログを
郵送いたします。
ご希望の方はお気軽に
お問合せください。

0120-211552

0120-211530

フリーダイヤル

フリーダイヤルFAX
抽選で
120名様
に当たる！

■11月15日（木）620日（火）
※最終日は午後5時閉場　

■11月21日（水）627日（火）
※最終日は午後5時閉場　

家庭用品お買得コーナー青森の味じまん
本館8階
催のご案内

同時開催

霜降り肉のすき焼きを、
熟成を重ねた大古酒とともに。
きめ細やかな霜降り肉は柔らかく脂肪の甘味が特徴。
地元の銘酒とあわせてお楽しみください。

〈磐田／千寿酒造〉秘蔵大古酒 千寿白拍子 1986
BV002011〈HTS-50〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円＊ 720㎖

K普通便

〈柿安本店〉黒毛和牛肩ロースすき焼用
ＨＺ002020〈SUE-90〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円＊
国内産黒毛和牛肩ロース（解凍品）約650g、すき焼わりした160㎖
冷蔵便 同送不可配送のみ 消費期限：冷蔵で4日

〈日本料理 てら岡〉博多もつ鍋 醤油味
SY902012 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
国産牛ミックスホルモン300ｇ、醤油味スープ900ｇ、鶏コラーゲン150ｇ、
ちゃんぽん麺180ｇ、薬味（にんにくスライス、唐辛子）×2

賞味期限：冷凍で90日

ご自分へご家族へ、食卓を豊かにするもう“一品”。

ご自宅用お取り寄せグルメ

ネットショッピングだけの特典
■12月21日（金）まで

ネットエンデパ詳しくは

※最終日は午後5時まで。※商品の
発送は11月15日（木）以降となります。

お持ち帰りは12月16日（日）まで。 12月17日（月）621日（金）は全商品、「配送のみ」とさせていただきます。

同送不可配送のみ



予 告

〈リフォーム&リペア〉
・ネックレス、指輪・・・・・・・・・・・・・・・各54,000円から
・ピアス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から

お客様から買取りさせていただいたジュエリー
を熟練の職人が丁寧にリデザインし仕上げ
直した、希少な現品限りのジュエリーです。

婦人靴（22.5~24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・各36,720円

素足で歩いた場合と比較し最大5倍もの
衝撃を吸収するやわらかなソールが快適
な履き心地を生む一足です。

①天溝がま口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
②ラウンド束入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円
③口金付単札入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,884円

職人が丁寧に彩色を施した、美しい柄が印象
的な財布やバッグを豊富に取り揃えました。

〈ジョーヤ〉期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

期間
限定

ショ
ップ

■11月14日（水）620日（火）
■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後5時閉場

リフレッシュジュエリーフェア
■11月14日（水）620日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

バレエシューズ各種（21.5~25.0㎝）9,612円から

多彩なカラーと足を包み込むようにフィット
する履き心地が人気のバレエシューズです。

脇部分のシートが胸の骨格を
左右からやさしくサポート。ピタっ
とパッドがフィットし、ふっくら上
向きのバストをつくります。

〈ファルファーレ〉
■11月14日（水）620日（火）

■新館1階 特設会場 ※最終日は午後6時閉場

期間
限定

ショ
ップ 〈友禅文庫〉

■11月14日（水）620日（火）
■本館2階 婦人雑貨特設会場

※最終日は午後5時閉場

薬師窯干支NO.30 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

来年の干支である「亥」の置物を中心に縁起
の良い迎春用品を豊富に特集いたします。

サンダル（23.5~29.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,672円

４層のインソールが足全体にフィットし、素
足で履けてダウンのように暖かい一足。寒
い冬の足元に欠かせない履き心地です。

〈SUBU〉冬のサンダルフェア
■11月14日（水）627日（火）
■本館6階 紳士洋品

干支・迎春用品特集
■12月31日（月）まで
■本館7階 和洋食器

ワンランク上の満
足感を求める女
性のためのラグ
ジュアリークロー
ジング〈アドーア〉
を期間限定でご
紹介いたします。

〈アドーア〉
■11月14日（水）627日（火）

■本館3階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

期間
限定

ショ
ップ 〈オジコ〉

■11月14日（水）627日（火）
■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

■11月14日（水）620日（火）本館8階 催のご案内 ※各日午前10時6午後7時、
最終日は午後5時閉場

〈ワコール〉大感謝祭

第37回 ふるさと知名人チャリティー色紙展

〈レイモンド ブリッグズ〉チャリティーサンタ人形（高さ約4.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
《500点限り、お一人様5点限り》※現金のみのお支払いに限らせていただきます。なくなり次第終了とさせていただきます。
※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。

〈レイモンド ブリッグズ〉チャリティーサンタ人形販売 
“LOVE”を大事に抱きしめるレイモンド ブリッグズのサンタさん。
こちらのチャリティーサンタ人形を販売いたします。
売上金の一部は、国連WFPに寄付され、飢餓に苦しむ人々への食料支援に役立てられます。

●チャリティー色紙
（1枚）・・・・・・・・・4,000円
【一部入札制あり】
㊧ＭＩＫＩＫＯ 作
㊨ダイモン次郎 作

■12月1日（土）63日（月）各日午前10時6午後６時30分
■本館８階 スペース8 ※最終日は午後５時閉場
主催／中日新聞東海本社、中日新聞社会事業団、中日ショッパー
後援／静岡県、静岡県社会福祉協議会
問中日新聞東海本社 事業部 TEL.053（421）6217

■ 11月22日（木）627日（火）本館8階 催のご案内次週 ※午前10時6午後6時30分まで、
最終日は午後5時閉場

※12月1日（土）に色紙の購入をご希望のお客様は本館1階 西入口に
お並びください。午前9時から10時に整理券を配布いたします。
※12月1日（土）の一般入場は午前10時30分とさせていただきます。
※収益金の全額を県内の福祉事業に役立てます。

静岡県ゆかりの知名人に寄贈していただいた色紙
を展示・販売いたします。

■11月21日（水）から
■本館2階 婦人洋品

■スペース8

※写真は
イメージです。

〈神戸・山の手スカート〉

①
③

②

©PJ-S･J/S･TBS

「新幹線変形ロボ シンカリオン」
ドクターイエロー×OJICOコラボレーション
Tシャツ（子供90～155㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円から

「新幹線変形ロボ シンカリオン」の新作や
長袖Tシャツ、スウェットなども登場。

■本館5階 特設会場 ■事前入金制／10,800円
■お渡し期間／2019年1月2日（水）から
※ご予約は店頭受付のみ、数量に達し次第終了とさせていただきます。

〈オジコ〉「福袋」ご予約承り同時開催

同時開催

豊富な色、豊富なデザイン！ 暖かで快適な肌着もこの機会に！

●ブラジャー各種・・・・・・・3,240円から
●ガードル各種・・・・・・・・・・・3,564円から
●ボディスーツ各種・・・7,020円から
●ランジュトップ各種 2,160円から
●ショーツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・864円から
●パジャマ各種・・・・・・・・・・4,212円から
●紳士パジャマ各種4,212円から

4婦人ナイトウェア
各種4,212円から

●ブラジャー・・・・・・・・・・・・4,320円
●ショーツ・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

6婦人長袖肌着
各種3,024円から

しゃきっと背筋をサポート

姿勢ブラ

アクセサリーバーゲン■スペース8 ■スペース8

洗練されたデザインの輝きを見逃せない価格で大提供！ ジャストサイズで着心地の良いスーツをうれしいお買得プライスで！

予 告

●ブラジャー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》
●あたたか肌着（メッシュタイプ）・・・・・・・・・・《50点限り》
●ガードル機能付ショーツ・・・・・・・・・《100点限り》

●肌着トップス各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・《150点限り》
●ブランドキャミソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・《50点限り》

14日（水）オープニングサービス

17日（土）特別限定品

タイムサービス開催！
■14日（水）1日間限り!午後1時から！

【同時開催】倉敷フェア
【年内納め】
紳士・婦人イージーメード２着セール

〈ワインショップ・エノテカ〉タイユヴァンボジョレー・
ヴィラージュ・ヌーヴォー・ヴィエイユ・ヴィーニュ
・（375㎖）・・・・・・・・・2,052円・（750㎖）・・・・・・・・・3,780円
■新館地下1階 和洋酒 問TEL.053（457）5495［直通］まで

パリの名門レストラン、タイユヴァンのエノテカ一押し
の定番ヌーヴォーです。

11／15（木）解禁! 2018ボジョレー・ヌーヴォー
※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）

11月14日（水）612月3日（月） 《予告》12月5日（水）624日（月）
【大阪府大阪市／
JUNK STORY】

名古屋コーチン極上塩らぁ麺（1杯）800円

■本館8階 レストラン街

第13区

名古屋コーチンのみ使用した極上スープに
モンゴル岩塩、ゲランド海塩をブレンドし魚介
系の旨みを折り重ねた自慢の塩だれ。

第14区

～地鶏とハマグリの極上出汁～
 煌めきの塩そば
（1杯）・・・・・・・・・・・・・950円

【埼玉県川口市／自家製麺 竜葵】
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