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① ②

③

春の息吹を感じさせ
る旬の食材を厳選し、
丁寧に調理した雅な
籠もり弁当です。

■4月2日（火）まで ■本館・新館地下1階 食料品

春菜を厳選し、桜海老入り炒飯、菜の花和え、苺と寿桃
など華やかに盛りつけた中華弁当です。
〈健美幸房 鳳凰〉鳳凰花見弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・1,500円
■本館 惣菜※ご予約も承ります。※ご予約は、TEL.053（457）5546［直通］まで

筍ごはんやタコの旨煮、海老芝煮、桜餅など、
春の素材をふんだんに使用しました。
〈なだ万厨房〉季節御膳「花の便り」
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円■本館 惣菜
※ご予約も承ります。※ご予約は、TEL.053（457）5424［直通］まで

4〈紅すゞ め〉お花見弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・2,160円 ■本館 惣菜
※ご予約も承ります。
※ご予約は、TEL.053（457）5468［直通］まで

つぶつぶの食感が特徴の
道明寺に、こしあんと桜の塩
漬けが絶妙なバランスです。
4〈杉野屋〉桜餅（2個入）259円
■本館 遠州グルメ
※4月1日（月）は入荷がございません。

淡い紅色に染めた大和
芋製の生地に桜餡が
香るじょうよ饅頭です。
4〈彩雲堂〉はな桜
（2個入）・・・・・・・・・・432円
■新館 全国銘菓

淡麗でキレの良さを残しながら、やわらかな
甘味と旨味を主体とした、味わい重視のお酒。
①〈土井酒造場〉開運 特選 純米吟醸 
櫻花開運（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円 
イチゴやラズベリーの繊細な風味が心地良い、
氷を入れて楽しめる新感覚のロゼワインです。
②〈ワインショップ エノテカ〉バロン・フィ
リップ・ド・ロスチャイルド・ムートン・カデ・
アイス・ロゼ（750㎖）・・・2,592円《60本限り》
■新館 和洋酒

桜や苺・チェリーなどを使ったスウィーツやパンも、彩り鮮やかに取り揃えました。
4〈フォション〉
桜葉やチェリーの風味を生かした春らしい
美味しさをバラエティ豊かに特集しました。
①パン・サレ 桜（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259円
②マフィン・ダノワーズ（イチゴ）（1個）302円
　③バトン・ダノワーズ（イチゴ）（1個）259円
　　　■新館 〈フォション〉

苺のクリームのモンブ
ランにフレッシュな苺を
トッピングした、季節限
定のケーキです。
6〈サン・ラファエル〉
紅ほっぺモンブラン
（1台、径12㎝）・・・2,100円
■新館 洋菓子

① ②

マークの付いた商品は、
「お弁当宅配便」でもご注文いただけます。

柿安自慢の秘伝のタレで黒毛和牛を贅沢に
炊き上げた、ボリューム満点のお肉弁当です。
2〈柿安ダイニング〉春の黒毛和牛 牛めし 
緑黄色野菜入り（1折）1,200円■本館 惣菜
※ご予約も承ります。※ご予約は、TEL.053（413）6680［直通］まで

筍を贅沢に使用し、炊き上げた筍ごはんが
自慢のお弁当です。
8〈まつおか〉筍ご飯二段弁当（1折）1,080円 
■本館 惣菜
※ご予約も承ります。※ご予約は、TEL.053（457）6087［直通］まで

エンデパお弁当●パソコンからのご注文は
●スマホからのご注文は右記のＱＲコードから

●お電話でのご注文は
本館地下1階 サービスカウンター 午前10時6午後6時まで

※宅配日の4日前までに、ご注文ください。 ※一部対応していない
機種・アプリがございます。

宅配可能！
5,000円から

053（457）5434

浜松城公園・佐鳴湖公園等の駐車場までOK！ このほかにも、個性豊かなお弁当・オードブルなどもご用意しております。

8〈柿安ダイニング〉オードブル
（3人前、約径28×高さ6㎝）
・・・・・・3,024円【ご予約承ります】

4〈地雷也〉天むす
（30個、約径32×高さ5㎝）

4,082円【ご予約承ります】

6〈鶏三和〉やきとり20本
（4種×5本、約32×22×高さ5㎝）

3,800円【ご予約承ります】



パンプス（22.5～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・各8,964円

この春履きたい、おしゃれが楽しくなる新
作のトレンドパンプスをサイズを豊富に取り
揃えてご紹介いたします。

期間
限定

ショ
ップ

〈志穂里〉かごバッグ（32×11×高さ20㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94,500円

艷やかで深い色合いに馴染んでいく、山ぶ
どうのつるで作った手編みのかごバッグです。

〈ジェリービーンズ〉
春の新作フェア

■3月27日（水）64月2日（火）
■本館2階 婦人靴

巾着型サテンポーチ㊧（約21×17×高さ30㎝）
5,400円㊨（約15×12×高さ20㎝）4,320円

定番のトートバッグに加え、チャーム、アクセ
サリーなど大人かわいいデコレーションア
イテムを期間限定でお届けいたします。

〈ジェミー!〉
■3月27日（水）64月9日（火）
■本館2階 婦人雑貨特設会場

※最終日は午後5時閉場

期間
限定

ショ
ップ 山葡萄のかごバッグ

■3月27日（水）64月2日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

桜餅ういろ（1棹）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・570円

桜餅風味の餅米を桜葉ういろとこしあん
ういろで挟んだ、春を感じる和菓子です。

リバティワンピース
（綿〈タナローン〉100%）
・・・・・・・・・27,000円

英国スタイルの
代表リバティと
モリス柄のウェ
アから、雑貨ま
で豊富に取り揃
えご紹介いたし
ます。

期間
限定

ショ
ップ〈ウィッシュコレクション〉

リバティ&モリス
■3月27日（水）64月2日（火）

■本館7階 スペース7 ※最終日は午後4時閉場

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ 〈虎屋ういろ〉

■3月27日（水）64月2日（火）
■新館地下1階 プラザB-1

※最終日は午後7時閉場

1991年創業、安心と信頼の全国展開、買
取『リサイクルキング』が期間限定で登場。
不要になった貴金属・ブランド品・時計を
買取いたします。

〈リサイクルキング〉
■3月27日（水）から

■本館3階 婦人服・雑貨

※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。

■　　　3月28日（木）631日（日） ■本館8階 催会場

・ベストスーツ・・・・19,440円
・ロングブラウス12,960円
・アクセサリー・・・・・・・4,320円

スプリングコート各種
・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

4〈VAN〉ボクサーパンツ・トランクス
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●紳士肌着各種・・・・・・・・・1,404円から

婦人・紳士
ナイトウェア
各種
3,240円

※午前10時6午後6時30分、
最終日は午後5時閉場

婦人服・紳士服・こども服・雑貨・家庭用品まで！上質な品をお買得価格でご提供!

婦人服・婦人洋品 紳士服・紳士洋品

ナイトウェア・日用品

スポーツ

こども服

婦人靴在庫一掃セール
●〈有名ブランド〉婦人靴各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円から

●婦人靴下・パンティストッキング
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円から

〈ナイガイ〉セール

フレッシュマン
ネクタイ各種
・・・・2,160円
6紳士
トレーナー各種
・・・・・3,240円

4婦人
2WAYバッグ
各4,212円

※写真はイメージです。

※写真は
イメージです。

6女児ワンピース3点セット
・・・・・・・・・・・5,400円《計25点限り》
2男・女児ラッキーパック各種
・・・・・・・・・・・3,240円《計50点限り》

こども靴・
こども用品
セール

※写真は
イメージです。

〈有田・美濃焼〉産直食器セール

春のスポーツ用品セール
〈スポーツオーソリティ〉セール

日用品セール
●タオル
●バス・トイレタリー
●スリッパ

6婦人帽子
①・・・5,400円
②16,200円

①

②

4月16日（火）まで■本館8階 レストラン街
※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）

函館こぶ潮らぁめん（1杯）・・・・・・800円

全国らーめんリレーのラストを飾るのは
函館の名店「らぁめん めんきち」。こだわ
りの特注麺に昆布の旨味を抽出した
スープが絡む一杯をお楽しみください。

■3月27日（水）64月2日（火）
■本館地下1階 催会場

4〈ブルーシールアイス〉アイスクリーム各種
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・310円※カップアイスのみの展開です。
6〈わしたショップ〉●わしたポーク（180g）448円
●わした島ごはん油味噌（100g）・・・・・・・170円 など

北海道函館市【らぁめん めんきち】

グランド
フィナーレ

島人（しまんちゅ）が愛する沖縄の美
味が大集合！琉球王朝時代から
受継がれた伝統料理や人気のス
イーツまで幅広く取り揃えました。

ベッドマットレスまたはベッドフレームをご購入
で、配送・組立て・設置・引き取りが無料など
特典付きのお得なフェアを開催いたします。
※詳しくは売場販売員におたずねください。

〈エアウィーヴ〉
新生活応援フェア

■5月7日（火）まで ■本館7階 〈エアウィーヴ〉

プレゼント 期間中、えんてつポイント&クレジットカードをご提示の
うえ、対象商品をご購入のお客様、先着10名様に〈エア
ウィーヴ〉クッション（ブラウン）をプレゼントいたします。

ベッドマットレスS03
（約100×195×高さ25㎝）
172,800円

あす

      4月3日（水）オープン！
〈ADDICTION〉

■本館1階 化粧品

年齢を問わず自分らしいスタイルを求める
すべての女性たちのために生まれたメイク
アップアーティスト、AYAKOのオリジナル
ブランドが新登場。

予告
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