
〒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

2 号水201910

粗挽きにしたオホーツク産干帆立貝
柱と豚肉の旨みが詰まった、濃厚
でジューシーなシウマイです。

崎陽軒
特製シウマイ
（12個入）1,420円

とろけるようなクリームとふわふわな
パンが人気です。多彩な品揃えから
お好きな味をどうぞ。

　　　　八天堂
　　　　　　くりーむパン
（カスタードほか、1個）230円から

肉厚で柔らかな食感、舌に広
がるジューシーな味わいの牛
たん弁当をお楽しみください。
牛たん弁当（1折）・・・・・1,620円

なつま屋
とり天（200g）
・・・・・・・・864円

コーナー
ポケット
①八ヶ岳の
メープルパン（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・907円
②あんころブレッド
（1本）・・・・・・・1,188円

利久

庵月
6復刻版
波栗蒸し羊羹
（1棹）・・・・・・・3,672円

竹花
さとうフーズ
2伊達の梅ひじき
（200g）・・・・・1,080円

①

②

Picco Rosso（ピッコロッソ）
神戸ピザ（よりどり3枚、径約21㎝）・・・・・・・・・・・・・・・2,998円

※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を中止する場合もございます。
※写真は調理・盛り付けの一例です。

10月2日（水）68日（火）

【本館地下１階】
食料品催場・北東入口特設会場

果実を楽しむミルフィユ詰合せ（いちご・レモン・ピスタチオ・
ジャンドゥーヤ、12個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
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ふわっとした生地にとろけるような
角煮を挟み込みました。長崎土産
で有名な角煮まんじゅうです。

岩崎本舗フランセ

長崎角煮まんじゅう（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円
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東京都
港区

スイス産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使用。
表はカリッと中はメープルシロップでしっとりと。

バターバトラー

バターフィナンシェ（8個入）1,620円

フランセ一番人気の4種詰め
合わせ。2019年JR東日本
お土産グランプリ総合グラン
プリに輝いた商品です。



までの営業に！
夜 時11

※一部店舗は午後10時まで
【営業時間】

午前11時6午後11時

詳しい情報は
こちら

期間
限定

ショ
ップ

チームインパル監督
星野一義氏 トークショー
■　　　10月12日（土）午後2時63時

■イ・コ・イ スクエア6階

久下貴史氏 サイン会■10月13日（日）
■本館4階 〈マンハッタナーズ〉／午後1時62時
■本館7階 グラフィックステーション／午後2時30分63時30分
サイン会当日までに本館4階 〈マンハッタナーズ〉にて11,000円以上、
または本館7階 グラフィックステーションにて額装品をお買上げで、
当日にそのレシートをお持ちいただいたお客様先着20名様に、
「サイン会参加券」をお渡しいたします。

秋色紫陽花のリースワークショップ
■10月4日（金）・7日（月）
　各日午前10時30分・午後2時（各回約2時間）
■本館3階 特設会場 ■定員／各回3名様 ■参加費／4,400円

　　　　　　モータースポーツ商品を税込20,000円以上お買上げ
でトークショーにご参加のお客様にサイン入りグッズプレゼント。
プレゼント

アタバッグ（30×12×高さ22㎝）・・・・・・・・・・・・14,190円

バリ島の植物「アタ」を使い伝統製法で職
人が制作したバッグです。繊細な編み目と
独特の色艶が特徴です。

企画展Comfort vol.4
【Advancing me】

■10月8日（火）まで
■本館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場

期間
限定

ショ
ップ新登場〈ランバン オン ブルー〉

■本館2階 アクセサリー
〈ロージリー〉
■10月8日（火）まで

■本館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場

〈マンハッタナーズ〉フェア
■10月2日（水）615日（火）
■本館4階 婦人服・雑貨
■本館7階 
　グラフィックステーション

期間
限定

ショ
ップ

婦人靴各種（22.5～24.5㎝）・・・・・・17,270円から

独自に開発した足にかかる負担を軽減する
トリプルクッション構造の婦人靴を取り揃え
てご紹介いたします。

〈ビューフォート〉
■10月2日（水）68日（火）

■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

大人のリラックススタイルバーゲン

88（ぱちぱち）餃子・黒（ニンニクあり）・白（ニンニクなし）
（冷凍・20個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各700円

大人からこどもまで、思わず「ぱちぱち」と
拍手してしまうそんな美味しさを求めて名
付けた〈ぱちぱち餃子〉が新登場。

①〈鳳凰〉きのこ達と秋野菜のオイスターソース
風味（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・351円
②〈ハレとケ〉塩麹の豆腐と蓮根のハンバーグ
和風きのこあん（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・485円

秋の味覚の代表のひとつ、きのこを使った
惣菜や弁当を多彩に取り揃えました。

期間
限定

ショ
ップ

■新館地下1階 和洋酒
きょう10月2日（水）オープン！
〈88（ぱちぱち）餃子〉 〈オクタゴン ブリューイング〉
■本館地下1階 惣菜

サブレグラッセ（5個入）1,944円《各日30個限り》

サクサク食感のサブレでアイスをサンドしました。
5つの個性豊かなフレーバーが楽しめるア
イススイーツです。

新登場
〈グラッシェル 表参道〉

■10月2日（水）68日（火）
■新館地下1階 〈プラザＢ-１〉

※最終日は午後7時閉場

〈ごち惣スクエア〉きのこ特集
■10月2日（水）615日（火）

■本館地下1階 〈ごち惣スクエア〉

① ②

①三徳包丁（両刃、全長31㎝／刃渡り18㎝／刀幅5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,900円
②ペティナイフ（両刃、全長26㎝／刃渡り13㎝／刀幅3.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,700円

スタイリッシュなオールステンレスのフォルム
と高品質で鋭い切れ味の〈グローバル〉包
丁をバリエーション豊かに取り揃えました。

〈グローバル〉包丁フェア
■10月2日（水）615日（火）
■本館7階 キッチンテラス

①②パンプス（21.5～25.0㎝）・・・・・・・・・各7,480円
③パンプス（21.5～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,030円

優しい色目の秋の新作を、幅広いサイズの
展開でご紹介いたします。

綿・麻など素材を生
かした〈ＲＡＫＵ〉とエ
スニックなテイストの
〈遊民〉の2ブランドを
ご紹介いたします。

〈ジェリービーンズ〉フェア
■　　　10月9日（水）615日（火）

■本館2階 婦人靴

本国パリ・ランバン
のエッセンスを盛り
込み、変わらない
エレガンスを表現
するブランド、ラン
バン オン ブルー。
ブラック＆ゴールド
カラーのアクセサリー
で秋の装いをワン
ランクアップ。
・期間限定プライス
ネックレス
・・・・・・・各17,600円
・ピアス・イヤリング
・・・・・・・各13,200円

期間
限定

ショ
ップ

紳士ボクサーパンツ（M・L）・・・・・・・・・・各7,027円

女性が手触りの良さで選ぶ高級男性下着。
新柄、新色を交えご紹介いたします。

〈サニーボイス〉
■10月2日（水）615日（火）

■本館６階 紳士肌着※最終日は午後5時閉場

静岡県で活躍して
いるクリエイターた
ちのモノ、コトを共
有しながら作りあげ
た作品をひとつの
空間と合わせてご
紹介いたします。

〈テアトリーノ〉オリジナル帆布Ｍサイズ
（遠州織物、26×10×高さ18㎝）・・・・・・・・・・・・・各12,100円 

〈マンハッタナーズ〉ハンドバッグ
（36.5×7×高さ27.5㎝）・・・・・・49,500円

ニューヨークに在住の画家
久下貴史氏が描く猫を
  モチーフにしたバッグを
　特集いたします。

①

①

②

②

③

予告 ■　　　10月9日（水）615日（火）
■本館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場

予告

4〈ＲＡＫＵ〉
・プルオーバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,900円
・ブラウス16,500円
・パンツ・・・・13,200円
・スカーフ・・・9,900円
〈遊民〉
チュニック各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,690円

※表示価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※商品のご利用方法により税率が変更となる場合がございます。
※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。

■10月2日（水）68日（火）■本館・新館各対象ブランド

このほか、粗品プレゼントや、化粧品サンプルプレゼントなどもご用意しております。
※各階の対象ブランドは一例です。※詳しくは売場販売員までおたずねください。

対象
ブランド
の一例

本館7階
〈UCHINO〉
マシュマロガーゼウェア

本館2階 〈アガタパリ〉〈パンドラ〉〈ジェリービーンズ〉
新館1階 〈ナノ・ユニバース〉
新館6階 〈デニムセレクトフォーメン〉〈リーバイス〉

期間限定ショップ〈プーマライフスタイル〉
プーマモータースポーツ ポップアップショップ
■10月2日（水）615日（火）■新館６階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

現役時代は「日本一速
い男」と呼ばれた元レー
シングドライバーであり、
現在チームインパルの
監督である星野一義
さんのトークショーを開
催いたします。
　　

浜松市内にある
ブリューパブの
店内の醸造所
で作り上げた、
フレッシュなクラ
フトビールをご紹
介いたします。

予告

【20%OFF】 【10%OFF】

ジューシー
フルーツ（330㎖）
・・・・・・・・・・・・・・599円

※写真はイメージです。

新館5階 〈東急ハンズ〉でのお買上げレシート
をご提示で、各階売場でお得なお買物ができる
キャンペーンを実施します！

【試飲販売】
■10月5日（土）・6日（日）各日午後3時67時


