
〒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

13 号水2019 11

※お持ち帰りは12月16日（月）まで 12月17日（火）623日（月）は、「配送のみ」の承りとなります。会場縮小に伴い、商品見本の展示はございません。 

早期ご来店お買上げ特典 「遠鉄百貨店・テレしず共同企画」

冬のギフトセンターにて
10,000円以上お買上げの
お客様、先着4,500名様に
〈ピエール・カルダン〉トート
バッグを差しあげます。
※お一人様1点限りとさせていただきます。
なくなり次第終了とさせていただきます。
（約27×10×高さ32㎝）

〈ピエール・カルダン〉
トートバッグプレゼント！

えんてつ冬のギフト テレフォンショッピング

期間中、冬のギフトセンターに
て対象ギフトをお買上げで差
しあげる応募券でご応募い
ただくと、後日抽選で120名様
にプレゼントが当たります。
●1等／遠鉄百貨店商品券5,000円分《20名様》 
●2等／冬のギフト人気商品《100名様》

■あす11月14日（木）612月8日（日）

012 0 - 2 115 5 2
012 0 - 2 115 3 0

フリーダイヤル
フリーダイヤルFAX

本館8階 催のご案内
同 時 開 催

クーベルチュールのミルクチョコレートとダーク
チョコレートで包みこんだサクサクの食感のサ
ブレを詰め合わせました。

〈ヴィタメール〉マカダミア・ショコラ
（ミルク&ダーク）・・・3,240円〈MD-30W〉
BT056014　　　　　
マカダミア ショコラ（ミルク×16、ダーク×８）

冬におすすめこの一品。

〈Kouji&ko〉比内地鶏塩麹鍋・・5,400円〈HJS-50〉
SG212016
塩麹漬比内地鶏（もも・むね肉250g、塩麹タレ50g）、海老入鶏つみれ150g、
比内地鶏白湯スープ（濃縮タイプ）200g×2、刻み柚子15g、3～4人前
賞味期限／冷凍で60日

■12月23日（月）午後7時まで 
ネットショッピング待たずに！いつでも！ 簡単に！

全国送料 無料
ネット

ショッピング
だけの
特典

えんてつ冬の は 「えんてつポイント」が

さらに

6ふくみ天平（6個入）・・・・・・・・・・1,209円

4栗月下小・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

6ピスタチオ大福（3個入）・・・・・・756円

1872年創業、近江の
老舗和菓子舗が期間限定
で出店いたします。

■11月13日（水）6
　令和2年1月7日（火）
■新館地下1階 プラザB-1
※最終日は午後7時閉場

〈たねや〉シーズンショップ

クリスマスケーキ
※一部対応していない機種・
アプリがございます。

11月16日（土）624日（日）／本館地下1階 北東入口 特設会場

WEB予約、本日開始！！
11月13日（水）612月15日（日）

店頭ご予約
お渡し日 お渡し場所12月24日（火）午前11時6午後6時

6〈資生堂パーラー〉ガトー・ノエル（径15㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円《30台限り》
※商品代金はご予約の際に頂戴いたします。

ご予約
承り

WEBでの
ご予約は
こちらから！

ネットエンデパ

ご予約・お問合せは　　0120-355131まで

ご予約
承り

◆承り期間／12月25日（水）まで
◆承り場所／本館地下1階 
　　　　　  北東入口 特設会場

※お電話による受付は午前10時6午後6時

インターネットでも
ご注文承り中!

2〈日本料理 うお太〉
和風 三段重21,600円

本館8階 特設会場

ふくよかな求肥入の餡を、香ばしい種
にはさんでいただく手作り最中です。

こし餡を包んだ大福に、ブロンテ産ピス
タチオをたっぷり合わせた贅沢なお菓子
です。

蒸し栗の味わいをそのままに押しかた
めた、実りの黄熟（あき）のお菓子です。

8〈ペック〉洋風 二段重
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

送料385円 持帰り可

※商品の発送は11月16日（土）
以降となります。

《年内納め》紳士・婦人イージーメード2着セール
■11月14日（木）626日（火）■本館8階 催会場※各日午前10時6午後7時、最終日は午後5時閉場

えんてつ冬の
385

2019冬のギフトプレゼントキャンペーン

“このマークが目印!”

■承り期間／あす11月14日（木）612月16日（月）
■受付時間／午前10時6午後6時※最終日は正午まで

ご自宅へ お取寄せ&パーソナルギフト

※午前10時6午後7時、
最終日は午後5時閉場■あす11月14日（木）612月23日（月）

本館８階 冬のギフトセンター開設！

※一部送料込含む



※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に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。

全国で買い取
られたジュエ
リーを、熟練の
職人が丁寧に
仕上げ直した
ジュエリーです。

ビギナーズセット（パウダー筆、チーク筆、アイシャドウ筆2種、
ポーチ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,610円《20点限り》

初心者の方にも使いやすい4本セット。コン
パクトなポーチ付きで、持ち運びにも便利。 

ブーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各29,700円

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

◆浅野恭司 氏／11月16日（土）
◆後藤隆幸 氏／11月23日（土・祝）
■各日午後1時・3時

Production I.G制作
の「攻殻機動隊シリー
ズ」や「銀河英雄伝説
Die Neue These」や
WIT STUDIO制作
の「進撃の巨人」商品
など、クオリティの高い
様々なアニメグッズを
取り扱います。

■あす11月14日（木）626日（火）
■本館3階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

〈アシックス〉ブーツフェア
■11月13日（水）626日（火）

■本館2階 婦人靴

〈白鳳堂〉
■11月13日（水）619日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

マルチケアシリーズ限定キット（化粧水〈現品〉、
日中用乳液〈現品〉または夜用乳液〈現品〉、クレンジングクリーム、
洗顔料、オリジナルポーチ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,980円
※数に限りがございます。

秋の装いにぴったりな歩
きやすいブーツを取り揃
えてご紹介いたします。

〈ヒカリミライ〉限定キット販売
■本館4階 婦人服・雑貨

マシュマロガーゼ
カラーチェック
パジャマ（綿100%）
・・・各19,800円

驚くほどの軽さ
と柔らかさが特
徴。保温性、通
気性、吸湿・吸
水性をバランス
よく備えています。

ざる豆腐
チーズケーキ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・594円

都田の老舗店
「勘四郎」の豆
腐のクリーミーさ
とクリームチー
ズのコクを楽し
める、ふわふわ
食感のチーズ
ケーキなど人気
のケーキをご紹
介いたします。

トゥルームコレクション（紳士用、ガラス材質：サファイア
ガラス、バンド：レザー／チタン、駆動方式:ライトチャージGPS衛星
電波修正、10気圧防水）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286,000円

〈オリエントスター･トゥルーム〉
フェア

〈アクセサリー リフォーム&リペア〉
リフレッシュジュエリーフェア

〈春華堂〉ケーキ期間限定販売
■11月13日（水）619日（火）

■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

〈UCHINO〉
あったかウェアキャンペーン

■11月13日（水）619日（火）
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

この冬、私だけのお気に入りコートを見つけて。

■11月13日（水）午前10時6午後5時
■11月14日（木）午前10時6午後4時30分

イベント

プレゼント 期間中〈UCHINO〉あったかウェアキャンペーンで
ウェアを税込11,000円以上お買上げのお客様、
先着30名様にデルベセットを差しあげます。

足型計測会 イベント

サイン会

I.Gストア出張店 ＆ 
WIT STUDIOキャラバンin浜松

GPSセンサー、
気圧・高度セン
サー等を内蔵
し、航空計器と
してのリアリティ
を追求しました。

〈ヒカリミライ〉を代表するスキンケア「マルチ
ケアシリーズ」をお試しいただけるキットです。

■11月13日（水）619日（火）
■本館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

コムサフェア
■11月19日（火）まで

期間限定ショップ
えんてつカシミヤフェア

お引き取りした衣料品1点につき、ワールドブランドにて
税込5,500円お買上げごとに1枚ご利用いただける
クーポン券（1,000円分）を1枚差しあげます。

■引き取り期間／11月13日（水）617日（日）
■引き取り会場／イ・コ・イ スクエア3階 特設会場
■引き取り対象品／婦人・紳士・こども服（お一人様15点まで）

※バッグ、靴などの服飾雑貨、下
着類はお引き取り対象外とさせ
ていただきます。 ※お引き取りし
た衣料品は返却いたしかねます。
※お引き取りした衣料品はリサ
イクル・リユースいたしますので、
事前にお洗濯をお願いいたします。 
※詳しくは売場販売員におたず
ねください。

※受付は各日
午後6時まで

期間中、お買上げのお客
様にスタンプラリーカード
を差しあげます。館内のファ
イブフォックスショップご来
店で、ファイブフォックスメ
ンバーズカードに1ポイント
をプレゼントいたします。
※詳しくは売場販売員へ
　おたずねください。

期間中、税込22,000円
以上お買上げのお客様に、
コムサフェア・オリジナルグッ
ズをプレゼントいたします。
※数に限りがございます。

■本館3階 〈コムサ・プラチナ〉
本館4階 〈プレシャスマイルド〉
新館6階 〈コムサステージ・メン〉

〈自由区〉・ショートダウンコート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,900円
・ニットワンピース31,900円
■本館3階 婦人服

4〈リザ〉コート・・・・・・・・・64,900円

パール付カーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,300円

軽くて暖かく、上質感漂う大
人のダウンコート。

オリジナルグッズ
プレゼント

スタンプラリー

〈自由区〉20周年コートフェア
■11月16日（土）624日（日）
お買上げのお客様にプレゼントを差しあげます。
※数に限りがございます。

6〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
・コート75,900円・ニット16,500円
・パンツ18,700円 ■新館3階 婦人服

シンプルで飽きのこないミニマル
なデザインのコートです。

ロング丈&ボリュームシルエットが
今年らしいウールコート。

■ 予 告 11月20日（水）626日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

■ 予 告 11月20日（水）612月3日（火）
■本館7階 時計

※価格表示のない小物類はコーディネート用です。

※お問合せは、TEL.053（457）5384［直通］まで

プラチナダイヤネックレス・・・・・・・・・・・・85,250円
※写真はイメージです。

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

遠鉄百貨店 第1駐車場限定
【えんてつダイニング オープニング記念】12月末まで！

チャリティーサンタ人形（高さ約5㎝）
300円《500点限り、お一人様5点限り》

〈レイモンド ブリッグズ〉
チャリティーサンタ人形販売 
■11月20日（水）から ■本館2階 婦人洋品

予 告

売上金の一部は、国連WFPに寄付され、飢餓に
苦しむ人々への食糧支援に役立てられます。

〈ワインショップ・エノテカ〉ボジョレー・
ヌーヴォー ジル・ド・ラモア（750㎖）
2,420円 ■新館地下1階 和洋酒

ピュアでナチュラルなスタイルのワイン
を造る、 ジル・ド・ラモアの手掛ける、酸
化防止剤無添加ヌーヴォーです。

11月21日（木）解禁!
2019 ボジョレー・ヌーヴォー

駐車料金

3時間サービス！

忘年会
ご予約
承り中！

新作をはじめ、お買得カシミ
ヤセーターを取り揃えました。

化粧品売場でお買上げのお客様に
もれなく、新館1.2.3階・本館2.3.4階
の各売場にてお使いいただける

※セール品など一部対象外商品がございます。※「ポイントアップ5倍券」はクレジット決済時のみのご利用とさせていただきます。

クレジット決済で

11.13　  617水 日
をプレゼント！

本・新館1階 化粧品限定

ポイントアップポイントアップ

えんてつカード
〈ポイント＆クレジットカード〉による


