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秋・冬ものイージーメード特別販売 浜松駅前交番北側の入口より13階へお越しください。
※遠鉄百貨店内のエレベーターからは、お越しいただけません。

ー 会場のご案内 ー

●スーツ各種 特別価格

■8月28日（水）69月10日（火） ■遠鉄百貨店 新館ビル13階 特設会場
※午前10時6午後6時、最終日は午後5時閉場

既製服にはない、確かな品質を価値ある価格で。

Men’s & Ladies’ スーツお仕立て上がり

37,800円から 浜松駅前交番※婦人スーツのボトムはスカート・パンツ
いずれかをお選びいただけます。

遠鉄百貨店 
新館ビル
13階入口
遠州鉄道
本社入口

欲しかったあの品から定番アイテムまで。

■8月28日（水）69月30日（月）■各階で開催

毎日の生活に欠かせないお気に入りのアイテム。
末永く愛用したい上質な品々。
買い足す、買い替えるならこのタイミングで。
各階から賢いお買物をご提案いたします。

お得な2倍サイズ。すっきり落として、洗い上がりしっと
りもちもち肌へ。
③〈カバーマーク〉トリートメントクレンジングミルク（400ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
■本館1階 化粧品 

フェイシャルトリートメントエッセンス現品に美容乳液
が付いたお得なキット。
②〈SK-Ⅱ〉フェイシャルトリートメントエッセンスコフレ
（フェイシャルトリートメントエッセンス230㎖〈現品〉＋美容乳液15g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,760円

モイスチャーフロウローション現品に美容液ミニボ
トルが付いてくるお得なキット。
①〈カネボウ〉モイスチャー フロウ ローションキットb
（モイスチャーフロウローション180㎖〈現品〉＋リフトセラム〈美容液〉6.4㎖）5,400円

③① ②

〈ハグみじゅうたん〉じゅうたん
（Mサイズ、約150×200㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・102,600円
■新館2階 リビングスタイル

優しい色目が人気です。1年通して心地
よく使えるウールの絨毯。

天然の素材感を楽しむ一枚。

〈ボリーニ〉ローファー（24.0～26.5㎝、
カラー/ブラック・ブルー・ブラウン）・・・・・・・・・・・・各69,120円
■本館6階 紳士靴

わずか6名の職人が生み出す、こだわりの
靴は1日25足程度。業界内でも知られた
工房です。

イタリアの職人魂が伝わる。

美しさのために、まとめて買って賢く使う。

〈エノテカ〉ワインよりどり
10本（赤・白・スパークリング、
全15種類）10,800円
《100セット限り》【配送料無料】
■新館地下1階 
　〈エノテカ〉

豊富な品揃えの中から
10本お好みのワインを
選んで買い置きを。

組み合わせは自由！
お好きなワインをチョイス。

〈パルーナ〉アコヤパール2点セット
（ネックレス：約8.0～8.5㎜珠、約42㎝、イヤリング：約8.0㎜珠、
14金ホワイトゴールド）86,400円《5セット限り》
■本館２階 アクセサリー

フォーマルなシーンやカジュアルシーン
にもお使い頂けます。

使い勝手の良い清楚な輝き。

軽くて丈夫な〈ロンシャン〉のロングセラー。
コンパクトに折り畳むことも可能です。 

日々使うバッグの買い替えを。

●〈アツギ〉ストッキング3足セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
■本館2階 婦人洋品
●ワンデーレンズ4箱セット5,940円から
■新館7階 中央コンタクト

まとめて
買って

必ず使うモノだから今が買いどき

〈西川〉羽毛掛けふとん（ふとんがわ：綿100％、
詰めもの：ダウン90％・フェザー10％（ジャーマンホワイトグース）
SLサイズ150×210㎝、1.2㎏）・・・・・・・・・・・162,000円
■本館7階 寝装品

心地よい眠りを誘う独自のキルト縫製で
羽毛が片寄らない高級羽毛布団。

冬の快眠に備えてもう一枚。

〈ビタクラフト〉ヘキサプライ片手鍋
（1.9ℓ、内径17×深さ8.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
■本館7階 キッチンテラス
「ビタクラフトフェア」■9月4日（水）617日（火）
実演販売 ■9月7日（土）・8日（日）

「無水・無油調理」ができる全面6層構造。
煮物、汁物まで幅広く使えるサイズです。

「包丁研ぎ実演」
■8月30日（金）・31日（土）

〈木屋〉コスミック
團十郎鎌型包丁
（18㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・34,560円
■本館7階 キッチンテラス

歌舞伎役者、團十郎
の名を冠した包丁。
衛生的で耐久性に
優れたツバ付、割込み
の三層鋼包丁です。

永くご愛用いただける
この切れ味。

〈サムソナイト〉
ライトボックス 75ℓ
（46×27×高さ69㎝、
カラー/ブラック・ディープレッド
・ディープブルー・グレー）
・・・・・・・・・・・・各83,160円
■本館6階 紳士鞄

機能性に優れ、
タフで超軽量な
特殊素材を使用
した限定のコレク
ションです。

海外旅行の予定に合わせて
いち早くご用意を。

〈ソワールペルル〉ブラックフォーマル
アンサンブル（7～13号、トリアセテート85％・ポリエス
テル15％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,520円
■本館4階 ブラックフォーマルサロン

ジャケットの前中心にサテンをあしらい、
エレガントな可愛らしさを演出しました。

フォーマルの装いをこの機会に。

鍋の買い替えはこの機会に。

〈ロンシャン〉ル プリアージュ
・S（22×14×高さ23㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
・M（28×20×高さ30㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
■本館2階 ハンドバッグ



※表示価格は消費税（8％）を含む総額にて表示しております。
　消費税は商品お渡し時点の税率で加算させていただきます。
※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。

連日休まず、午後7時30分まで営業。
本・新館2～7階のみ、日～木曜日は

午後7時までの営業とさせていただきます。

ストール各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円から

有名ブランドのストールなどをいち早くリーズ
ナブルな価格で豊富に取り揃えてご紹介
いたします。

プラチナリングサイズアップ・・・・・4,536円から
プラチナリングサイズダウン・・・・・3,240円から

お気に入りのリングが指に合わなくなって
いませんか。専門家によるサイズ直しを承
ります。お気軽にご相談ください。

期間
限定

ショ
ップ

〈17℃〉スマートカバー各種（SS～LL）1,080円
※商品によってサイズ展開が異なります。

足の構造を考えたコの字型ストッパーで驚
くほど脱げにくいフットカバーをサイズ展開
豊富に取り揃えました。

アクセサリーリペアフェア
■9月20日（金）まで

■本館2階 アクセサリーリフォーム&リペア

オーロラ協賛セール
■8月28日（水）69月3日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

パンプス（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,760円

秋の新作をカラーバリエーション豊富に取
り揃えました。自分にぴったりなサイズのパ
ンプスを見つけてみませんか。

〈サクセスウォーク〉フェア
■8月28日（水）69月3日（火）

■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後5時閉場

新登場 スマートカバー
■本館2階 婦人洋品

〈ニナ・ニナ リッチ〉ハンドバッグ
（30×9×高さ20.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,640円

ニナリッチの妹ブランド。フェミニンなのに甘
すぎないデザインで、通勤から休日のオフ
スタイルまで楽しめます。

英国スタイルの
代表、リバティと
モリスのウェアを
はじめ雑貨まで
豊富に取り揃え
ました。

羽毛ふとんリフォーム・・・・・・・・・・・・39,420円から

〈西川〉
羽毛ふとんリフォーム受注会
■　　　8月31日（土）・9月1日（日）

■本館7階 寝装品

〈ウィッシュコレクション〉
リバティ&モリス

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■ 8月28日（水）
69月3日（火）
■本館7階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

秋の新作
■本館4階 婦人服・雑貨

〈上昇気流〉版画（68×60㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205,200円《5セット限り》

スタジオジブリ映画「耳をすませば」の幻想
シーンを手掛けた井上直久氏の作品展です。

井上直久作品展
■　　　9月4日（水）69日（月）

■本館3階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

プレゼント 2点以上のサイズ直しをされたお客様に粗品を差し
あげます。

プレゼント お買上げのお客様、先着20名様に粗品を差しあげます。

Before After

〈ウィリアム・モリス〉
ワンピース
・・・・・・・・・・31,320円

〈西川〉の羽毛ふとん診断
士とスリープアドバイザーに
よる羽毛ふとんリフォーム相
談会を開催します。

予告 
予告 

ⓒINOUE Naohisa

新館5階

お寿司
コーナー
も拡大！

オープニング記念 特別価格品もご用意！

ミニパック
もさらに
充実！

リニューアル！

本館地下1階 〈個性色色〉が

■本館地下1階 ごち惣スクエア

きょう8.28（水）

お弁当も
バラエティ
豊かに！

パンや
フルーツ
サンドも！

今週の遠鉄百貨店
各階のイベント情報は
遠鉄百貨店ホームページ
を今すぐチェック！

※一部対応していない
機種・アプリがございます。エンデパ

Q
R
コ
ー
ド〈大口屋〉餡麩三喜羅

（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・951円

独特の食感を持つ生麩と、上品な甘み
のこし餡の組み合わせが絶品です。

デパ地下 information
■8月28日（水）69月3日（火）
■新館地下1階 全国銘菓


