
〒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 ○本館8階 レストラン街 午前11時6午後11時※一部店舗は午後10時まで
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本館8階レストラン街が全面リニューアル！

［浜松餃子］

［焼肉］

［定食・カフェ］

［うなぎ］

レストランラインアップ一新。より多彩に、より楽しく。

［蕎麦］

［洋食］
［洋食］

県西部
初出店

※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

TEL.053（401）4129 ※ランチタイムのご予約はコースのみ
【68席】・ランチ 1,500円～・ディナー 3,000円～

和牛一頭六種盛り合わせ
〈通常価格〉7,590円65,390円
■10月19日（土）611月4日（月・振休）

TEL.053（488）5109
【40席】・ランチ 2,700円～・ディナー 2,700円～

TEL.053（543）7070 ［ご予約不可］
【52席】・ランチ 1,000円～・ディナー 1,200円～

TEL.053（543）5800 ※ランチタイムは予約不可

TEL.053（456）3113［ご予約不可］

【58席】・ランチ 1,200円～・ディナー 1,500円～

【76席】・ランチ 900円～・ディナー 1,300円～

TEL.053（457）5520
※ランチタイムは予約不可

【60席】
・ランチ 1,000円～
・ディナー 2,000円～

TEL.053（457）5465
※ランチタイムは予約不可

【50席】
・ランチ 1,200円～
・ディナー 1,500円～

TEL.053（457）5470
［ご予約不可］

【36席】
・ランチ 1,000円～
・ディナー 1,000円～

TEL.053（457）5490
［ご予約不可］

【32席】
・ランチ 1,000円～
・ディナー 1,000円～

山形県の契約牧場から最高級山形牛を一頭買いする本格
焼肉専門店。モダンで落ち着いた店内は、大小の個室もあり、
ご宴会や特別なお集まりにもご利用いただけます。

羽根つき焼小籠包〈通常価格〉539円を100円引
《おひとり様1皿限り》■10月19日（土）611月30日（土）

オープニング特典

オープニング特典

　　　　　　鶏の南蛮揚げ 味噌タルタル定食
〈通常価格〉1,210円を10％OFF
■10月19日（土）631日（木）

オープニング特典

　　　　　　 10月19日（土）にお食事をされたお客様に
「オリジナルコースター」をプレゼントいたします。※数に限りがございます。

「小籠包ダイニング」をテーマに、リーズナブルな価格で楽しめる
人気の点心類と京鼎樓（じんでぃんろう）の本格料理をラインアップ。

［小龍包ダイニング］

新登場

［洋食］

静岡県内に33店舗展開する炭焼きハンバーグ中心のレストラン。
看板商品「げんこつハンバーグ」は、お客様の目の前でジューシー
に焼き上げます。

バランスの良い手作りの定食をカフェスタイルで。
15種類以上あるメイン料理や、選べるごはんで
「自分だけのおぼん」をお楽しみください。

活き鰻の開きたてを熟練の職人が丁寧に焼き上げた、うな重
や白焼き、うなぎ茶漬けに加え、遠州地方の名産物を取り入
れた多彩な料理をお楽しみいただけます。
出来たてのお弁当もご提供いたします。

県西部
初出店

県内
初出店

でぃんず ばい じん でぃん ろう

オープニング特典

予約承ります 予約承ります

県内
初出店

予約承ります

県内
初出店

予約承ります

予約承ります

新登場

予約可

予約可

予約可

予約可 予約可



駐車料金3時間サービス！

遠鉄百貨店 第1駐車場限定
午後６時以降にご入庫のうえ、
本館８階 えんてつダイニングにて
お食事をされたお客様は

【えんてつダイニング オープニング記念】12月末まで！

期間
限定

ショ
ップ

モンブラン・タルト（1台、径約12㎝）・・・・・・・2,808円

生ケーキ限定販売
〈アンリ･シャルパンティエ〉期間

限定

ショ
ップ

■10月22日（火･祝）まで
■新館地下1階 ウィークリースウィーツ

※最終日は午後7時閉場

熊本県産栗を使用した季節限定のタルト。
ほかにも多彩な生ケーキをご用意しました。

ハロウィン限定マカロン
〈ピエール・エルメ・パリ〉

■10月22日（火･祝）まで
■新館地下1階 全国銘菓

オレンジとパープルのハロウィンカラーに
彩られたボックスに、遊び心にあふれた
マカロン7種を詰め合わせました。 
 

気軽にパニーニやカプチーノをお楽しみい
ただけるイタリアンカジュアルカフェです。

SUBUサンダル（21.5～29.5㎝）・・・・・・各3,740円 水辺の香り（32.4×47㎝）・・・・・・・・・・・・・・・198,000円

～新しい風～中島潔版画展期間
限定

ショ
ップ

■10月22日（火･祝）まで
■本館5階 特設会場※最終日は午後4時閉場

冬のサンダル〈SUBU〉
■本館６階 紳士洋品・雑貨

「クレストンの青い鳥」
（アクリルジクレー、約48×64㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円

葉祥明のせかい展
■10月30日（水）まで

■本館7階 グラフィックステーション

iPhone修理キャンペーン
■11月30日（土）まで

■新館7階 iPhone修理アイプラス
※ご予約・お問合せ TEL.053（401）1221［直通］

ショコラの調べ（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円 

新登場
〈セゾン ド セツコ〉
■新館地下1階 和洋菓子

きょう10月19日（土）オープン！
〈コルティーレ カフェ〉

■本館地下1階
※午前10時6午後7時30分（ラストオーダー 午後７時）

①トートバッグ
（40×11×高さ30㎝）
・・・・・・・・3,850円 
②ラビットファー
チャーム
・・・・・・・・2,090円 
③ショルダー
バッグ
（22×2×高さ16㎝）
・・・・・・・・2,200円 

期間
限定

ショ
ップ 衣料品引き取り 

オンワード・グリーン・キャンペーン
■10月19日（土）631日（木）

■本館・新館各階 オンワード樫山各ショップ

〈グッピプラス〉期間
限定

ショ
ップ

■10月22日（火･祝）まで
■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

〈シューズイン神戸〉
■10月22日（火･祝）まで

■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

〈バンドリヤー〉
■10月22日（火･祝）まで

■本館2階 婦人雑貨 特設会場
※最終日は午後5時閉場

走れるパンプス（22.0～25.0㎝、5.5㎝ヒール）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各9,790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。

マクドナルド●

●
プレス
タワー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、

エミール・ガレ ドーム兄弟
2019アール・ヌーヴォーガラスの軌跡

4絹谷幸二
「旭日湖上富岳」
（油彩画、6号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,580,000円

6阿部 穣「白亀」
（日本画、S3号）440,000円

■10月19日（土）622日（火･祝）本館8階 催会場のご案内 ※午前10時6午後7時
最終日は午後5時閉場

出品予定作家
（50音順・敬称略）

ショッピング
ローン

分割手数料無料
回まで
60
※詳しくは売場販売員
までおたずねください。

秋の特選絵画展
日本を代表する日本画、油絵を一堂に展開いたします。

日本の“SHIKI”（四季・色・式）を表現するショコ
ラトリー。日本の美しい四季の風情をショコ
ラに表現しました。 ディアボリックマン デリシュー（1箱、10個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円《各日24箱限り》
オープン記念スペシャルセット（ベーコン・キノコ・小松
菜のパニーニ、リコッタチーズパイ、ドリンク）・・・・・・・・・・1,100円

iPhoneケース 
（iPhoneX/XS対応）
・・・・・・・11,880円

ロサンゼルス発
iPhone専用の
ケースをご紹介。
携帯を無くさず、
落とさず、ファッ
ショナブルに使え
スマートに持ち
運びできます。

カラフルでバリエーション
豊かなおしゃれ雑貨を
秋の新作も合わせて取
 り揃えました。
①

③

②

ストレッチ素材が足全体を包み込み、素足
のような感覚のシューズです。軽量＆ふか
ふかアーチクッションをぜひお試しください。

寒い冬のお出かけに素足で履けるサンダル。
ダウンのような暖かさと、４層構造のインソール
が足全体にフィットします。

郷愁を誘う童画や、はかなげな女性画で
人気の画家、中島 潔氏のどこか懐かしく
世代をこえて愛される作品を特集します。

作家来場 サイン会開催
■10月27日（日）午後2時6午後4時
サイン会当日までに額装をお買上げいただいたお客様には、
ミニ色紙にサインをいたします。

バッテリー無料診断実施中。データはその
ままで即日iPhone修理をいたします。
チラシご持参で修理代金より１０％OFF
※iPhoneXシリーズ、iPad、Androidなど一部を除く※他割引との
併用不可とさせていただきます。※ご予約の方を優先させていただきます。

上村松園、
梅原龍三郎、
荻須高徳、千住 博、
中島千波、前田青邨、
向井潤吉、棟方志功 
ほか
※出品作家は変更になる
場合がございます。

㊧エミール・ガレ
「鷹に山脈文ランプ」（1918～31年）
（型吹き、被せガラス、エッチング、高さ54.2×径29.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,250,000円
㊨ドーム
「ムギセンノウ文グラス」（1900年頃） 
（型吹き、ヴィトリフィカシオン、エッチング、エナメル彩、
高さ12.3×径6.3㎝）・・・・・・・・・・・770,000円

自然の産物をモチーフに洗練され
た感性と独創的な創造力で表現
した、巨匠エミール・ガレ、繊細で
絵画的表現を特徴としたドーム兄
弟の厳選した作品を取り揃えて、
一堂に展開いたします。 

ポイント有効期間：10月19日（土）611月24日（日）
※有効期限を過ぎると、グリーンポイントは失効いたします。

※対象品／オンワードブランドの婦人・紳士・こども服（お一人様9点まで）

「オンワード
グリーンポイント
1,000ポイント」

ご愛用いただいたオン
ワードの衣料品をオン
ワードメンバーズポイ
ントと交換

お持ちくださった衣料品1点につき、遠鉄百貨店内の
オンワード樫山の商品をお求めの際にご利用いただ
けるポイントをオンワードメンバーズカードに進呈。

遠鉄百貨店×オンワード樫山 共同企画


