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専門知識をもったスタッフが、最
適なハーブをオーダーメイドで調
合しています。

一枚の革の個性を活かし、ただひ
とつのバッグを人の手で作り上げる。
それが〈イビサ〉の手仕事。

期間
限定

ショ
ップ 〈フレッドペリー〉 〈アニエスベー ボヤージュ〉

オープン1周年記念■4月26日（金）630日（火・祝）
■新館1階 特設会場
※最終日は午後6時閉場

英国を代表する
ファッションブランド
〈フレッドペリー〉の
ポロシャツをはじ
め新作を豊富に
取り揃えてご紹介
いたします。

■4月27日（土）から
■本館2階 〈アニエスベー ボヤージュ〉

〈グッピプラス〉
■4月30日（火・祝）まで

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

美しい女神の頭を飾る花冠をイメージしたエ
ンゲージ&マリッジリングのセットです。 お二人の絆を結ぶためのデザインが人気の

マリッジリング「KIZUNA」です。

〈エスタシオン〉 ブライダルフェア■4月30日（火・祝）まで
■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

■5月31日（金）まで 
■本館2階 婦人アクセサリー、本館7階 宝石

花々の瑞 し々さや、無邪気に舞う躍動感を
葡萄色と浅紫色の配色で表現。モダンな甲
州印伝の世界をご紹介いたします。

印伝フェア
■5月6日（月・振休）まで
■本館7階 呉服

新茶まつり
■5月7日（火）まで

■本館地下1階 北東入口 特設会場
※各日午後7時閉場

春の装いにぴったりな、
個性的なデザインの本
革のシューズや、バッグ
　　　を特集しご紹介
　　 いたします。

・婦人靴
・・・各15,120円
・ハンドバッグ
・・・・・・・・10,800円

〈甲州印伝〉①束入（19.5×2.5×高さ10㎝）32,400円
②小銭入（11×1×高さ8.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円

①

②

〈小山園〉
「薫葉」袋入（100ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円 

〈ヴァンドーム青山〉
㊨2019 イヤーセット（0.20ct～）313,200円から
㊧メンズマリッジリング・・・・・・・・・・・・・・・・・75,600円から 

〈アルカンシエル〉マリッジリング
①（プラチナ）108,000円 ②（プラチナ）98,280円

プレゼント特別企画

■5月12日（日）まで ■各階で開催 

いつの時代も、母への感謝を忘れない。

①ハンドバッグ（40×11×高さ30㎝）・・・・・・・・・3,240円
②タブルクラッチバッグ（23×2×高さ17㎝）2,700円
③スマホケース（10×3×高さ15㎝）・・・・・・・・・・・1,080円

人気のカラフルでバリエーション豊かなバッグ
・小物が大集合いたします。

①

②

③

ドットをプリントした
サークルバッグシ
リーズ「marion」
などアイコニックな
バッグコレクションを
ご紹介いたします。 
※写真はイメージです。

　　　　　　オープン1周年を記念して〈アニエスベー ボヤージュ〉
にて、16,200円以上をお買上げのお客様に先着でオリジナル
ノベルティーを差しあげます。

プレゼント

への感謝を忘れない。 本館4階・7階
フロアがリニューアル！

移設リニューアル

新館5階 本館4階

新館5階 本館7階 移設リニューアル 本館4階 本館7階 移設リニューアル

4F
本 館

7F
本 館

身体を健康に保つには、腰を正しく支えた美しい姿勢が大切です。
ドクターチェアは体を優しく包み込み、腰への負担を軽減します。
ドクターチェアプラス（1脚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47,304円

〈スタイル〉

〈エンハーブ〉 〈イビサ〉

〈ハウス オブ ローゼ〉

本館4階〈スタイル〉にて21,600円以上お買上げのお客様にスタイルオリジナル クリア
ボトルを差しあげます。※数に限りがございます。   

プレゼント

人気の淡いカラーや花柄がおしゃれなアンサンブルを豊富に揃え
ました。透け感があり、爽やかな着心地もきっと喜ばれます。
〈マリサグレース〉アンサンブル ㊧12,960円 ㊨17,280円
 ■本館4階 婦人服・雑貨

各階で開催 

17,280円

普段使いや、旅行にオススメ
の軽量なバッグを各種ご紹介
いたします。
   
   
〈BOX21〉
①ハンドバッグ・・・・・・・12,960円
②ショルダーバッグ10,584円
《4月30日（火・祝）までの販売》
■本館2階 
婦人雑貨特設会場

①

①

②

②

6〈サヴォア〉リバティプリントアンサンブル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円 ■本館4階 婦人服・雑貨

接触冷感や保湿効果
など機能性があるUV
手袋を多数取り揃えました。
   

フランス発の
おしゃれなスニーカーでお母さんの
はつらつとした元気を応援します。

〈ムーンバット〉婦人帽子①9,180円②9,720円
■本館2階 婦人洋品

〈ルコック〉婦人スニーカー
①9,180円②7,020円
■本館2階 婦人靴

ムーンバット帽子フェア
■【予告】5月1日（水・祝）67日（火） ■本館2階 スペース2

※期間中、〈ムーンバット〉婦人帽子をお買上げのお客様に
ハットクリップを、5月3日（金・祝）・4日（土・祝）は職人がその場
でお作りしたミニ帽子を差しあげます。

プレゼント

〈ルコック〉フェア
■【予告】5月1日（水・祝）67日（火）
■本館2階 婦人靴イベントスペース

［髙島屋］オリジナルUV手袋   
①各3,348円②3,024円 ■本館2階 婦人洋品

リバティ柄をメインにしたアンサンブル。家庭でも洗濯
ができ、シワにもなりにくいため、旅行にも便利です。

4〈イビサ〉ハンドバッグ「フロレーロ」
（35×11×高さ24㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円 
■本館7階 〈イビサ〉
   

様 な々花の絵をワッシャーナイロンに
プリントした華やかなデザイン。持ち手
は、手が痛くなりにくい素材を使用。

バスケットいっぱいのフルーツ
と網目模様が、食卓にレトロ
シックな雰囲気をプラス。

リバティプリントと岡山デニムがコラボした帽子は、
春のお出掛けにぴったりです。

①

①

①

②

②

②

清涼感のある白蝶貝が美しい、
エレガントなラウンドフォルム
のペンダント。パーツは可動
式でスタイリングも自在。
4〈ヴァンドームブティック〉
リバーシブルペンダント
（白蝶貝・模造トルコ石・シンセティック
クォーツ・ガラス・合金）
各19,440円《5月12日（日）
までのスペシャルプライス》
■本館2階 
婦人アクセサリー

〈ハナエモリ〉から伸縮自在な
プリーツエプロンが新登場。  
4〈ハナエモリ〉プリーツエプロン
（ポリエステル100％）・・・・・・・7,560円
■本館7階 エプロン

6〈ビレロイ＆ボッホ〉
バスケット ガーデン
ティーカップ＆ソーサー
（ペア、ソーサー径16㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
■本館7階 特選洋食器

花びら1枚1枚が、お風呂でつかえる入浴
剤でできたお花のブーケです。
〈バスフレングラス〉 ソープミックスブーケ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,529円 
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

ローズレッドと、黒豆をブレンドした香ばし
いハーブティーとティーカップのセットです。
〈エンハーブ〉母の日ハーブティー＆ティー
カップセット（ブレンドハーブティー50ｇ）4,536円 
■本館7階 〈エンハーブ〉

お手軽に楽しく、パンの耳までカリッと美
味しいホットサンドが作れます。
〈ブルーノ〉ホットサンドメーカー（シングル）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円■本館7階 台所

6〈ブングボックス〉 
①オリジナルインク3,500円
②レターセット・・・・・・・・・・・・・324円
●万年筆・・・・・・・・・・・3,240円から
■本館2階 婦人雑貨特設会場
《5月4日（土・祝）・5日（日・祝）・6日
（月・振休）の販売》

会期中、万年筆の使い方講座を行います。
〈シックスパッド〉フットフィット39,744円
■本館4階 〈シックスパッド〉

足裏からふくらはぎ、
前すね、太ももを通り、
左右の足を行き来する
通電方法を採用。歩行を支える筋肉に
効率よくアプローチすることができます。 

6〈ミラショーン〉
婦人パジャマ
（綿100％）15,120円 
■本館7階
ナイトウェア
   

強撚糸特有のサラ
サラとした肌触りと
ひんやりした涼感の
パジャマです。

おしゃれなスニーカーでお母さんの

ナイトウェアナイトウェアナイトウェア
         

4〈UCHINO〉リバーシブル
マシュマロガーゼマフラー（オレンジ・

イエロー・グリーン、約40×110㎝）各2,700円
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

ハーブ・アロマテラピーの専門店
です。自然で健康、そして楽しい
ライフスタイルをご提案いたします。

新館5階 本館7階 移設リニューアル

天然の植物由来成分やミルク由
来成分などを配合し、安全性や
低刺激性も追求しています。

新館5階 本館7階 移設リニューアル

トレンドの花柄が今年らしく、春の装いを明るくします。接触冷感素材
で首元も涼しく、洗濯機で洗えます。
スカーフギフトBOX（約34×150㎝）各5,400円 ■本館2階 婦人洋品

　　　　　 10,800円以上お買上のお客様、
先着20名様に遠鉄百貨店限定うなぎマスコット
を差しあげます。

プレゼント

　　　　　　5,400円以上お買上げのお客様に保冷
巾着トートバッグを差しあげます。※数に限りがございます。
プレゼントイベント

茶どころの静岡県。
小山園をはじめ、竹茗
堂、伊藤園、いしだ茶
屋、大塚製茶などの
摘みたての新茶を取
り揃えました。

10,800円以上お買上げのお客様、先着
20名様に遠鉄百貨店限定うなぎマスコット
を差しあげます。

プレゼント

※期間中、〈ルコック〉婦人スニーカーをお買上げのお客様
先着20名様にトートバッグを差しあげます。

プレゼント

汗や水分をさっと
吸い取り、手軽に洗
えるマフラー。軽くて
かさばらない、季節
を問わず使える、
優しい肌触りの
ガーゼ素材です。

※万年筆はイメージです。

対象売場にてマリッジリング・エンゲージリングをお買上
げのお客様に本館4階 〈ネイルズユニークUS〉で使える
特別クーポンを進呈いたします。

対象売場にてマリッジリング・エンゲージリングをお買上げ
の際、「えんてつカード」をご提示いただきますと10％OFF
にてお求めいただけます。

①

②






