
〒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

7 号水2019 8

やきにくれすとらん沙蘭
［函館市本町］
肉敷きサロマ黒牛ステーキ盛り
弁当（1折）1,890円《各日50折限り》

どるちぇ ど さんちょ
［札幌市西区］
チーズケーキ各種
（1カット）
432円

三葉製茶
［旭川市］
8黒豆茶
（1袋、600g）
・・・・・・2,916円

三星
［苫小牧市］
牧場の

カタラーナ
ハスカップ

（1個）1,300円

新館
地下1階 

本館
地下1階 

■和洋酒

■全国銘菓

拓洋
［小樽市花園］
4①ガリガリガーリック
（1個）・・・・・・・・・・・・・496円
②明太子チーズ巻
（1個）・・・・・・・・・・・・・596円

農研百姓塾［苫小牧市明徳町］
8骨付きボンバー カレー味（1袋、2個入）1,296円

スイート
オーケストラ
［札幌市白石区］
6フロマージュ
オーケストラ（1ホール、
約11㎝）・・・・・・1,296円

プリン本舗
［札幌市北区］
8侍のプリン
（1個）・・・570円

シーフード
ファクトリー
北海道
［札幌市中央区］
8紅鮭レモンペッパー
ソース（1袋、180g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

海楽
［函館市東雲町］
かいきょう（1折）
・・・・・・・1,188円

■8月31日（土）まで ■惣菜 椎野商店 ［北見市北一条西］・・・・・・・・・・・・・・・・・紅鮭切身
肴や一蓮蔵 ［札幌市中央区］・・・・・・・・・・かにしゅうまい
大澤水産 ［北見市東相内町］・・・・・・・・・・・真ほっけ開き
竹田食品 ［函館市浅野町］・・・・・・・・・・・・・数の子松前
餃　　彩 ［札幌市白石区］・・行者にんにく餃子
テイネフーズ ［札幌市手稲区］・・・・・・・・・・・・まるごと貝柱

その他の出店《期間限定出店》

サッポロ
クラシック

（350㎖）252円

ダッド［札幌市手稲区］
2ざんぎ（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

本館地下１階
食料品催場・北東入口特設会場

①
②

兆 ～KIZASHI～
［札幌市中央区］
6HOTATE
海鮮弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・1,782円

北海道
限定
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   北海道
グルメフェア
夏
の

厳選！
人気の
北の味

！

誠に勝手ながら8月7日（水）は棚卸しのため午後7時までの営業、8月26日（月）・27日（火）は休業日とさせていただきます。お知らせ

スマホから簡単ご予約！

■好評開催中！9月23日（月・祝）まで
午後5時6午後9時30分（雨天中止） ◆大人（中学生以上）／3,900円

◆小学生／1,500円※未就学児は無料 ◆大人（中学生以上）／4,800円 ◆小学生／2,400円
「バイキングプラン」のお料理も食べ放題！アルコール・ソフトドリンクも飲み放題！

●牛肉2種類（牛バラカルビ・牛肩ロース）
●豚バラ ●鶏むね辛味和え ●ソーセージ ●焼き野菜

時間無制限

※8月26日（月）・27日（火）は休業日とさせていただきます。※未成年者のご利用は保護
者様の同伴が必要となります。◎飲酒運転、未成年の飲酒は法律で禁止されています。

※一部対応していない
機種･アプリがございます。※未就学児は無料

※8月7日（水）は本館2階 〈星乃珈琲店〉は午後9時まで、本館屋上 ビアガーデンは通常通り午後9時30分まで営業いたします。



婦人靴①（21.0～25.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,936円
②（22.0～25.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,964円

神戸の靴工房から足に優しいカジュアル
シューズを豊富に取り揃えました。

婦人スニーカー（22.0～25.0㎝）・・・各16,200円

厚底なのに軽くて快適！足が疲れにくい
カジュアルスニーカーをご紹介いたします。

期間
限定

ショ
ップ

角もなか（1個）
・・・・・・・・・・・・・・190円

香ばしい皮と、
北海道十勝産
の小豆をあっ
さりと炊き上げ
た粒あんが味
わい深い餅入
りもなかです。

〈ヨネックス〉デビューフェア期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ〈ベル〉

毎日の食卓に欠かせない食料品をお買得
価格でご提供。売り切れ御免の特別品です。

食料品お買得セール

バースデイフレグランス（10㎖）・・・・・・・・・2,160円

オイルと香りを日にちごとに掛け合わせて
作られた、366種類のオリジナル香水です。

〈SWATi〉期間
限定

ショ
ップ

■8月13日（火）まで
■本館2階 婦人雑貨特設会場

※最終日は午後5時閉場

新登場〈フォション〉生食パン
■8月7日（水）新発売

正午・午後3時・5時の販売
■新館地下1階 〈フォション〉

婦人ハンドバッグ
（28×10×高さ29㎝）
・・・・・・31,320円

昭和3年創業
の東京・葛飾
のブランド。50
以上のパーツ
を職人技で仕
上げた革の
バッグをご紹
介いたします。

Monday Morning
（サイズ／約46×61㎝、ジクレー版画）・・・・・・・・・48,384円

エッチングと手彩を合わせた独特な技法
で多くのファンを魅了している〈キャロル・
コレット〉の作品をどうぞお楽しみください。

〈中澤鞄〉期間
限定

ショ
ップ2020年度新入学

遠鉄のランドセル
■本館5階 特設会場

※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。

当日店頭受付のみ

当日店頭受付のみ

パン・クレーム・フレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
《各回12本限り、お一人様1本限り》

〈フォション〉か
ら高級「生食
パン」が登場。
発酵バターの
香りと生クリー
ムが生み出す
しっとりとした
食感が特徴
です。

※最終日は午後5時閉場

■ 予告 8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

■ 予告 8月14日（水）620日（火）
■本館2階 婦人靴

※最終日は午後5時閉場

■ 予告 8月21日（水）625日（日）
■本館2階 婦人靴

〈田子の月〉
■ 予告 8月14日（水）625日（日）
■本館地下1階 北東入口特設会場

※最終日は午後7時閉場

■ 予告 8月14日（水）616日（金）
■本館地下1階 北東入口特設会場

〈キャロル・コレット〉特集
■ 予告 8月14日（水）625日（日）
■本館7階 グラフィックステーション

8／7 水 火136

8／9 金 木156

8／14 水 日256

8／11日8／24 土

■本館2階 スペース2
幅広い年齢層から愛される「ハ
ローキティ」が今年生誕45周年。
記念限定商品などをご紹介い
たします。
プレゼント

■本館5階 おもちゃ ■参加費無料
人気の玩具、バトルホビー「爆丸」をシュート
して瞬間変形を体験してみよう！ 2,160円以上お買上げのお客様

に45周年限定デザインメモ帳を
差しあげます。※なくなり次第終了
とさせていただきます。

プレゼント
一会計税込5,000円以上
ご購入のお客様にオリジナ
ル不織布バッグ（全6種類）
の中から1枚プレゼント!
※無くなり次第終了となり
ます。※写真はイメージです。
デザインは変更になる場合
がございます。

「おひめさま」姿に変身して、お買物をし
たり、食事をしたり、館内をおさんぽしよう！

午前11時・午後3時（各回約30分）

各日午前10時6午後6時 ※最終貸し出しは午後5時30分まで
■参加条件／会場で1,000円以上
のアクセサリーをご購入されたお客様
■対応サイズ／80～150㎝
※小学校3年生以下は保護者同伴

■イ・コ・イ スクエア3階
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コナンプラザアクリル
スタンド各種・・・・・1,404円

■本館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

予告 

①午前10時30分②午後12時30分
③午後2時30分④午後4時30分

全4回（約30分）

■イ・コ・イ スクエア3階
■各回40名様限り■参加費無料
※当日午前10時より、イ・コ・イ スクエア3階にて整理券を配布いたします。

同時開催

①GCCD997（紳士用）・・・・・・・・・・・・・・・723,600円
②GSTE815（婦人用）・・・・・・・・・・・・・・・・572,400円

〈クレドール〉フェア
■8月7日（水）625日（日） ■本館7階 時計

新メカニカル
ムーブメント
「キャリバー
6L75」を搭載
したメンズモ
デルや華やか
なレディース
モデルも取り
揃えました。①

①

②

②

8.7 水 火206
※ご入場は閉場の30分前まで※最終日は
午後4時30分最終入場、午後5時閉場

午前10時6午後6時
おえかきアクアリウムおえかきアクアリウムおえかきアクアリウム

自分で描いた絵がスク
リーンで動き出します！

■参加費／100円

■新館8階 えんてつホール
■入場料／大人800円・中学生以下700円 ■後援／静岡県教育委員会、浜松市教育委員会
※2歳以下無料※「障がい者手帳」をご提示いただいたご本人様、ならびに、ご同伴者1名様まで無料とさせていただきます。

※画像はイメージです。展示内容
は変更になる場合がございます。

■本館5階 〈ABCマート プレミアステージ〉

足元からライフスタイルを提案する、
ワンランク上のプレミアステージに生まれ変わりました。

新たに、
〈パトリック〉の
スニーカーも
取り扱い
スタート！

キッズ
商品も充実
の品揃え！

〈ＮＥＷ ＢＡＬＡＮＣＥ〉
ＭＲＬ996ＡＯ
（22.5～29.0㎝）
・・・・・・・・・・・・14,904円

限られた
店舗でしか
取り扱いのない
限定モデルも
ご用意！

Ⓒ '76,'19 SANRIO（E）

※最終日は
午後5時閉場

〈タカシマヤ〉㊧天然皮革ランドセル
（キャメル、約1,350g、全3色）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,360円
㊨人工皮革ランドセル
（ブラック×メタリックブラック、約1,220g、全2色）64,800円

デザインと機能性に優れた〈タカシマヤ〉
限定モデルをご紹介いたします。

〈CONVERSE〉BABY ALL STAR N
（12.0～14.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,644円

〈PATRICK〉
MARATHON
（22.5～25.0㎝）
・・・14,040円
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