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新館８階えんてつホール ■7月14日（日）まで開催※午前10時6午後7時、最終日は午後5時閉場
※お持ち帰りは、7月11日（木）までの受付となります。

〈ナナズグリーンティー〉
大人気の和カフェ〈ナナズグリーンティー〉が本館3階
に登場しました。ショッピングの合間に抹茶ラテ、日本茶、
スウィーツなどで心和むひと時をお楽しみください。

プレゼント 6月28日（金）・29日（土）・30日（日）の3日間、〈ナナズグリーンティー〉を
ご利用のお客様先着各日100名様に「かりがね茶のティーバッグ」を
差しあげます。

きょう6月28日（金）本館3階に
リニューアルオープン！

BR046019〈池利〉
国内産小麦使用三輪素麺
〈IK-300〉（国内産小麦使用手延三輪
素麺50ｇ×18）・・・・・・・・・・・・・3,240円

【同時開催】 ■7月14日（日）まで

「えんてつポイント」が

そうめん製造に最も適した
時期に作られた麺を、じっくり
寝かせ熟成させました。コシの
ある風味豊かなそうめんです。

特典いっぱいのお得なギフト
約620点を厳選！

新館8階
えんてつホールご来店でのご注文

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

えんてつカード「ポイント&
クレジットカード」のご提示で

※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。

※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。

ポイント

ポイント専用カードはポイント5倍

ネットショッピングサイトがリニューアル！
簡単！便利！ネット注文が一番おススメです！

ネットショッピング
7月16日（火）まで

ネットショッピングだけの特典

さらに

えんてつ夏のクリアランスえんてつ夏のクリアランスきょうから
開催！！

※午前10時6午後7時、
7月7日（日）・14日（日）は午後4時30分閉場夏の婦人ファッションバーゲン ブラックフォーマル特集 ■6月28日（金）67月7日（日）

■6月28日（金）67月7日（日）■応募箱設置場所／イ・コ・イ スクエア3階

期間中、本館・新館 1～7階にて1回のお買上げ金額が
税込3,000円以上で1枚応募用紙をお渡しいたします。
後日、抽選で総勢200名様に賞品が当たります。
※食料品・喫茶・商品券・金券類など、一部除外品がございます。
詳しくは売場販売員におたずねください。

抽選で総勢
200名様
に当たる！！

遠鉄百貨店 商品券
／10，000円分 5名様
遠鉄百貨店 商品券
／3，000円分 10名様
遠鉄百貨店 お買物クーポン
／ 500円分 135名様 遠鉄百貨店 商品券／2，000円分 50名様

えんてつカード
〈ポイント＆クレジットカード〉特別企画

★クレジットでのお支払い★新規ご入会の方

特賞

A 賞

Ｂ賞

ダブルチャンス！はずれた方の中から



サクサクのクッキーに、滑らかな
バタークリームとキャラメルを挟
み込みました。

マクドナルド●

●
プレス
タワー

㊧〈ベアミネラル〉オリジナル ファン
デーション スペシャル キット（オリジナル
ファンデーション〈現品、色選択可〉、プレシジョン フェイス 
ブラシ〈現品〉ほか全4点、ダブルファスナーポーチ付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,884円
㊨〈MIMC〉オープニングキット（ミネラル
リキッドファンデーションリフィル〈102ニュートラル、現品〉、
専用ケース〈現品〉、オメガフレッシュモイストソープ〈フレッ
シュローズウッド、現品〉ほか全5点）10,044円
※数に限りがございます。なくなり次第、
　終了とさせていただきます。

〈コスメクリニック〉
■新館1階 化粧品

〈コスメクリニック〉は「本当に効果のある化粧品がほしい」という女性のために、世界
中から効果重視の視点で実力派コスメを厳選したコスメセレクトショップ。〈ベアミネ
ラル〉や〈MIMC〉をはじめとした、約2０ブランドの魅力的なコスメをご紹介いたします。

きょう6月28日（金）NEW OPEN!

NPC浜松千歳町パーキング
に駐車されたお客様限定

■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!

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、

期間限定
〈プレスバターサンド〉

バターサンド（9個入）1,710円

■7月9日（火）まで
■新館地下1階 特設会場
※最終日は午後7時まで

期間
限定

ショ
ップ

〈大月真珠〉黒蝶
真珠ネックレス
（約8.0～10.0㎜珠、クラスプ
シルバー・鑑別書付）
特別価格
・・・・・・・・・・162,000円
《5点限り》

フォーマルにも日
頃のお洒落として
も使える人気の黒
蝶真珠です。

期間
限定

ショ
ップ

婦人靴各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,744円から

足に優しい履き心地で人気の婦人靴を
お求めやすい価格で取り揃えました。

〈トーク〉
足に優しい婦人靴バーゲン

■7月2日（火）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

※ほか割引との併用不可※iPhoneXシリーズを除く
※ご予約・お問合せは、TEL.053（401）1221［直通］まで
※ご予約のお客様、優先とさせていただきます。

データを残し
たまま、即日修
理可能。デー
タ移行のご依
頼もお任せく
ださい！

さらりとした肌触
りと、ゆったりシル
エットが人気の
ラグジュアリーな
フォーマルウェア
をご紹介いたし
ます。

ブラジェニック
＋より待望の
新作が登場。
ノンワイヤー
なのにしっか
りボリューム
アップ。きれい
な谷間をメイ
クします。

iPhone修理
特別割引キャンペーン
■6月28日（金）67月21日（日）

■新館7階 iPhone修理 アイプラス

夏のブラックパールフェア
■6月28日（金）67月9日（火） ■宝石

お買得な3点セットを
はじめ、パールを特
別価格でご提供！

パールネックレスの糸替えと留め金具交換
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円から

期間中、パールネックレス
の糸替えと留め金具交換
を特別価格にて承ります。

夏のパールアクセサリーバーゲン
■7月2日（火）まで ■スペース2

※最終日は午後5時閉場
■6月28日（金）67月20日（土）
■アクセサリー リフォーム&リペア

〈アンフィ〉夏の新作

※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。

オリジナルクーラーバッグに限定アソート
メントをはじめ、さまざまなチョコレートを
バラエティ豊かに詰合わせました。
サマー ハッピーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特別価格 3,240円《80点限り》

〈ゴディバ〉
サマー ハッピーバッグキャンペーン

■6月28日（金）から
■新館地下1階 〈ゴディバ〉

本広告をご提示
で修理代金より
・・・・・・・・・10%OFF

パールアクセサリーリフォーム&リペア

〈フランコ 
フェラーロ セラ〉
ワンピース（9～11号）
・・・・・・・・52,920円
■ブラック
フォーマルサロン

●ブラジャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円から
●ショーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円から
■新館2階 〈アンフィ〉

After

■8月25日（日）まで ■本館7階 呉服
4〈古今〉
・ゆかた（セオα）
・・・・・・・・・・・・・・37,800円
・帯・・・・・・・・19,440円

6〈夢工房〉
・ゆかた
・・・・・・41,040円
・帯13,824円

・〈古今〉紳士ゆかた20,520円
・下駄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円
・〈堀井〉角帯・・・・・・・・・・・・・・・8,640円
・〈こむさでもーど〉巾着
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,664円

〈キスミス〉・女児ゆかた9,504円
・兵児帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,184円
・〈和想庵〉下駄・・・・・・・・・・・7,560円
・巾着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

①〈夢がたり〉カゴバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,664円
②〈古今〉下駄14,040円
③〈さんび〉かんざし
・（グリーン）・・・・・・・・・・・3,240円
・（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円
④〈夢がたり〉
飾り紐
5,292円

●国内手縫い仕立て代
（水通し代含む）・・・・・・19,440円から
㊧〈源氏物語〉反物30,240円
㊨〈藤娘きぬたや〉絞り反物
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,400円
※お渡しは承りから約3週間後とさせていただきます。

シックで落ち着い
た紺に大きな花柄
のデザインは凛と
して気品漂うゆか
たです。

白地に太さの
違う赤の縞模
様は可愛さと
大人っぽさを
兼ね備えてい
ます。

お好みの反物からお客様の
サイズに合う、ゆかたをお仕立
ていたします。

①

②
③

④

ゆかたを2着以上お買上げ
の方に、10%OFF
いたします。

サマーフォーマル特集 フォーマルシーンにふさわしいアイテムを各階で取り揃えてご紹介いたします。
本館4階本館2階 本館7階

〈パルーナ〉アコヤ
パール3点セット（ネックレス:
約7.5～8.0㎜珠・約42㎝・鑑別
書付、イヤリング:約8.0㎜珠・14金
ホワイトゴールド・鑑別書付、ペンダ
ント:約8.5㎜珠・14金ホワイトゴー
ルド・約40㎝）108,000円
《5セット限り》 ※色、質は商品によって多少異なります。

Before

■7月3日（水）631日（水）

お誂えゆかた

7月3日（水）616日（火）本館3階 特設会場でも開催！
※最終日は午後5時閉場
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