


ハーブティ「良巡祈願」（茶葉30g、開運ハーブメッセージ付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円
　　　　　　　　　　　　　　　　　※数に限りがございます。

絵 馬 型パッ
ケージに健
康と運気を上
げるハーブ
ティーを詰め
合わせました。
一年の健康
はこの一杯か
ら。

〈エンハーブ〉
新春限定ハーブティー
■本館7階 〈エンハーブ〉

婦人靴各種①②17,380円③15,180円

日本の職人が丁寧に仕上げた人気のコン
フォートシューズをご紹介いたします。

〈浅草玉川〉期間限定セール
■1月2日（木）67日（火）

■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後5時閉場

ハンドバッグ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円から

普段使いで楽しめるおしゃれなハンドバッグ
を豊富に取り揃えました。

〈プラスステラ〉
ハンドバッグセール
■1月2日（木）67日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

パール3点セット（ネックレス：約8.0～8.5㎜珠・シルバー、
イヤリング：約8.0㎜珠・シルバー、リング：8.5㎜珠・ダイヤモンド
計0.04ct・プラチナ）・・・・・・・・110,000円《5セット限り》

フォーマルな着こなしに欠かせない真珠
3点セットを特別価格でご用意しました。

新春パールアクセサリーバーゲン
■1月2日（木）67日（火）

■本館2階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

笑顔を広げる福袋を全館にご用意！お見逃しなく！

本館1階
■化粧品・特選ブティック

本館2階

本館3階

■婦人雑貨・ハンドバッグ

■アクセサリー

■婦人服・雑貨

本館4階
■婦人服・雑貨

●〈ロクシタン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《数量限定》
●〈シュウ ウエムラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《29点限り》
●〈シュウ ウエムラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,200円《43点限り》
●〈スワロフスキー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円《60点限り》

■ベビー・こども服
●〈プーマ キッズ〉（男児）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《25点限り》
●〈ミキハウス〉（男児・女児）・・・・・・・・・・・・・・各22,000円《計56点限り》
●〈組曲〉（女児）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《40点限り》
●〈アンパンマン キッズコレクション〉（男児・女児）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,000円《計80点限り》
●〈ミキハウスダブルB〉（男児・女児）各22,000円《計36点限り》
●〈ミキハウスホットビスケッツ〉（男児・女児）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各11,000円《計18点限り》

■おもちゃ・雑貨
●〈ボーネルンド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《40点限り》
●〈ボーネルンド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《15点限り》
●おもちゃ（トミカトランスポーター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《6点限り》
●おもちゃ（木製玩具）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《6点限り》
●おもちゃ（アンパンマンつみき）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《6点限り》
●〈ディズニーストア〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《560点限り》
●〈タオル美術館〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《200点限り》

■タオル・寝具・インテリア

イ・コ・イ スクエア3階 特設会場 本館5階

本館7階

本館6階 新館1階
■化粧品・婦人服・紳士服

■呉服

●敷物（アクセントラグ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●スリッパ5足セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《40セット限り》
●〈share with 栗原はるみ〉・・・・・・・・・・・・・5,000円《20点限り》
●お家一軒まるごとオーダーカーテン（8窓まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円《5点限り》
●〈グラフィックステーション〉額装・・・・・5,500円《20点限り》
●〈有名ブランド〉タオル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《55点限り》
●国産タオル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《20点限り》
●バス・トイレタリー3点セット・・・・・・・・・・・・・・3,300円《20セット限り》
●〈有名ブランド〉トイレタリー3点セット3,300円《20セット限り》
●〈有名ブランド〉ウェア・スリッパセット5,500円《5セット限り》
●〈東京西川〉羽毛ふとん・・・・・・・・・・・・・・33,000円《20点限り》
●〈東京西川〉羽毛ふとん・・・・・・・・・・・・・・ 55,000円《20点限り》
●〈昭和西川〉ムアツ、羽毛掛けふとんセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円《3セット限り》
●〈エアウィーヴ〉和匠&ピローセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143,000円《10セット限り》
●〈イビサ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《5点限り》
●〈ハウス オブ ローゼ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《40点限り》
●〈生活の木〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《50点限り》
●〈エンハーブ〉ハーブティーセット・・・・5,500円《45セット限り》

■化粧品

新館2階
■婦人服・雑貨

新館3階

新館4階

新館5階

■婦人服

●〈ジョンマスターオーガニック セレクト〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,000円《60点限り》
●〈コスメクリニック〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,800円《10点限り》

■紳士服・紳士雑貨・メガネ

■和洋食器・特選洋食器

●イージーメードスーツ（ワイシャツ・ネクタイ付）55,000円《50点限り》
●〈アラミス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《12点限り》
●〈アラミス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《10点限り》
●〈マックレガー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《40点限り》
●〈マウリツィオ バルダサーリ〉・・・・・・・・22,000円《10点限り》
●〈バジエ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《10点限り》
●〈23区オム〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《10点限り》
●紳士洋品・雑貨10点セット・・・・・・・・・・・・5,500円《50セット限り》
●〈有名ブランド〉筆記具・革小物セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《5セット限り》
●〈有名ブランド〉ネクタイ5本セット11,000円《20セット限り》
●〈有名ブランド〉ボクサーパンツ3枚セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《80セット限り》
●〈有名ブランド〉トランクス2枚・靴下2足セット3,300円《40セット限り》
●〈有名ブランド〉ビジネスシューズ2足よりどり11,000円《15セット限り》
●〈サムソナイト〉トラベル福袋・・・・・・・・22,000円《10点限り》
●〈ゾフプラス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《80点限り》

●〈有名ブランド〉婦人靴下5点セット1,100円《50セット限り》
●〈スチームクリーム〉（3個セット）・・・・・・・・・・・・2,090円《12セット限り》
●〈ポール&ジョー アクセソワ〉革小物5点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10セット限り》
●〈フェイラー〉ハンドバッグ・・・・・・・・・・・・・・10,000円《20点限り》
●〈ダコタ〉バッグ2点セット・・・・・・・・・・・・・・・16,500円《15セット限り》

●〈ジュエリーヨコハマ〉中身の見える福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55,000円《5点限り》
●パールアクセサリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《5点限り》
●〈アガタ パリ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《25点限り》
●〈コンプレックス ビズ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈タイム プラス スタイル〉・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》

●〈ハナエモリ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《5点限り》
●プレタポルテ婦人服［セレブ］・・・・・10,000円《20点限り》
●プレタポルテ婦人服［ルルド］・・・・・10,000円《20点限り》
●プレタポルテ婦人服［ルルド］・・・・・20,000円《5点限り》
●プレタポルテ婦人服［ルルド］・・・・・50,000円《2点限り》
●〈ネイルズユニーク〉マニキュアセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《5セット限り》
●〈ネイルズユニーク〉ジェルセット11,000円《5セット限り》

●〈ローズティアラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《5点限り》
●〈マリサ グレース〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈マックレガー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈ジャンニ・ロ・ジュディチェ〉・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈クレッシェント〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《5点限り》
●〈フーガフーガ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《12点限り》
●〈フーガフーガ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《5点限り》
●〈カナナプロジェクト〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《10点限り》
●〈カナナプロジェクト〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈ヒカリミライ／綾花〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《40点限り》

●〈ウェッジウッド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《5点限り》
●〈ヘレンド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《5点限り》
●〈ビレロイ&ボッホ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈リチャード・ジノリ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《4点限り》
●〈ロイヤル コペンハーゲン〉・・・・・・・・・20,000円《6点限り》
●〈ディズニー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,300円《25点限り》
●〈イッタラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈ハリオ〉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《10点限り》
●〈ノリタケ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《12点限り》
●〈ナルミ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《10点限り》
●洋食器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,300円《25点限り》
●土鍋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,800円《5点限り》

●正絹帯〆・帯揚げ2点よりどり・・・・・・・・5,500円《100セット限り》
●プレタセット（きもの・名古屋帯・草履） ・・・・41,800円《5セット限り》

●〈サボン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,500円《150点限り》
●〈スウィートルーム プラス／ジェラートピケ〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,800円《数量限定》
●〈ナノ・ユニバース〉（レディス）・・・・・・・・・・・15,000円《100点限り》
●〈ナノ・ユニバース〉（メンズ）・・・・・・・・・・・・・15,000円《110点限り》

●〈カールパークレーン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《30点限り》
●〈MK・ミッシェルクラン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《30点限り》
●〈ミッシェルクラン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《15点限り》
●〈アンフィ〉ショーツパック・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円《43点限り》
●〈アンフィ〉スペシャルパック・・・・・・・・・・・・3,300円《35点限り》
●〈アフタヌーンティー・リビング〉リビングセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,500円《6セット限り》
●〈アフタヌーンティー・リビング〉ティータイムセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,500円《9セット限り》

●〈スウィートルーム プラス／スナイデル〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《数量限定》
●〈スウィートルーム プラス／フレイ アイディー〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《数量限定》
●〈イネド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《60点限り》
●〈イネド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《15点限り》
●婦人ムートンコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,000円《1点限り》

新館6階
■紳士服・婦人服

●〈コムサステージ・メン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《15点限り》
●〈ムッシュ ニコル エクストラ〉・・・・11,000円《20点限り》
●〈プーマライフスタイル〉（メンズ）・・・・10,000円《55点限り》
●〈プーマライフスタイル〉（レディス）・・10,000円《10点限り》

新館7階
■紳士服・婦人服

●〈スーツセレクト〉選べる5点セット
（メンズワイシャツ3枚、ネクタイ2本）・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《40セット限り》
●〈ディファレンス〉限定生地オーダースーツ2着セット
（メンズ・レディス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各52,800円《計10セット限り》

●〈無印良品〉福缶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,020円《250点限り》

●〈東急ハンズ〉福袋各種（ステーショナリー・コスメ・キッチン用品など）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円ほか《数量限定》

●〈柿安本店〉・・・・・・・・・・・・10,000円《100点限り》
●〈柿安本店〉・・・・・・・・・・・・15,000円《50点限り》
●〈柿安本店〉・・・・・・・・・・・30,000円《10点限り》
●〈築地 中島水産〉・・・・5,400円《40点限り》
●〈築地 中島水産〉 10,800円《30点限り》
●〈築地 中島水産〉 15,000円《20点限り》
●〈魚久〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円《300点限り》
●〈銀座新之助貝新〉・・2,160円《50点限り》
●〈柿安本店〉（しぐれ煮）・・2,160円《80点限り》
●〈京つけもの西利〉・・・・1,000円《100点限り》
●〈小倉屋山本〉・・・・・・・・・・1,080円《20点限り》
●〈錦松梅〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《20点限り》
●〈加島屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《100点限り》
●〈山本海苔店〉・・・・・・・・・・2,000円《10点限り》
●〈不室屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《50点限り》
●〈インストアベーカリー ドンク〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《300点限り》
●〈キャピタルコーヒー〉3,000円《200点限り》
●〈オークスハート〉・・・・・・・3,240円《150点限り》
●〈竹茗堂〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《100点限り》
●〈小山園〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《60点限り》
●〈秋芳堂〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《20点限り》
●〈明治屋ストアー〉（グロッサリー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《20点限り》
●〈梅の花〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《120点限り》

●〈虎屋ういろ〉・・・・・・・・・・・・・1,080円《300点限り》
●〈蕪村菴〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《300点限り》
●〈山田屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《100点限り》
●〈田子の月〉・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《100点限り》
●〈宗家 源吉兆庵〉・・・・2,160円《60点限り》
●〈坂角総本舗〉・・・・・・・・・・2,160円《120点限り》
●〈春華堂〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《50点限り》
●〈メリー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《350点限り》
●〈本髙砂屋〉・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《80点限り》
●〈鹿鳴館〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《100点限り》
●〈セゾン ド セツコ〉・・・・1,620円《140点限り》
●〈ユーハイム〉・・・・・・・・・・・・・1,620円《100点限り》
●〈資生堂パーラー〉・・・3,000円《100点限り》
●〈ケーニヒス クローネ〉3,240円《100点限り》
●〈BABBI〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《100点限り》
●〈ゴディバ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《132点限り》
●〈フォション〉パン詰合せ1,000円《200点限り》
●芋焼酎セット（1.8ℓ、2本）3,000円《15セット限り》
●日本酒セット（720㎖、3本）5,000円《30セット限り》
●〈ワインショップ・エノテカ〉ワイン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《50点限り》

●〈有名ブランド〉エプロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《20点限り》
●〈ル・クルーゼ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円《5点限り》
●〈ル・クルーゼ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《10点限り》
●〈ビタクラフト〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈マイヤー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《20点限り》
●〈ティファール〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《52点限り》
●〈木屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《20点限り》
●〈ツヴィリング〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《5点限り》
●〈京セラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《10点限り》
●〈OXO〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《15点限り》

■キッチンテラス

Ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

■1月2日（木）66日（月） ■本館8階 催会場 ※各日午前10時6午後7時、1月2日（木）は
午前9時30分開場、1月6日（月）は午後5時閉場

8海軍公式手配書
各種・・・・・・・・660円

4ルフィの
麦わら帽子
・・・・2,200円
6樽マグ
・・・・・1,540円

6I LOVE ONE 
PIECEマグカップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

●海賊袋・・・・・2,200円
●大海賊袋3,300円

限 定
麦わらストア

こちらの商品は開店前に「整理券」を配布いたします。
■配布場所／新館1階 東入口

 ■配布時間／午前8時30分69時20分

本館地下1階

本館8階 レストラン街

新館地下1階

新館1階

■ギフトサロン

●「ランチ券」（ロチェスター4名
様+いなんば2名様）1

5,000円

※お支払いは現金・遠
鉄百貨店商品券・全国

百貨店共通商品券に限
らせ

ていただきます。※えんて
つカードのポイント付与

は除外とさせていただき
ます。

●「ランチバイキング券」（5名
様）8,500円

●「ディナー&ディナーバ
イキング券」（2名様）

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・12,000円

●〈割烹曳馬野〉「うな重
セット」（2名様）7,500円

●昼膳「華日和セット」（2
名様）・・・・・・・・・・・・・10

,000円

●「ペアランチ&ペアデ
ィナー券」・・・18,000

円

●「ゴルフプレー券」（4名様
、平日限定、昼食付）4

0,000円
●「お食事券」（ランチ2名様ま

たはディナー1名様）1
0,000円

10点限り

20点限り

浜松カントリークラブ
30点限り

ホテルクラウンパレ
ス浜松 30点限り

グランドホテル浜松
30点限り

オークラアクトシティ
ホテル浜松 30点限り

ホテル九重

ホテルコンコルド浜
松

各20点限り

●宝石2点よりどり・・・・・・・・・・200,000円《30セット限り》●宝石2点よりどり・・・・・・・・・・400,000円《30セット限り》●パールセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円《10セット限り》●超高額商品福袋20,200,000円《 1点限り 》●紳士・婦人腕時計2点よりどり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,000円《30セット限り》●遠近両用メガネレンズ付セット・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29,700円《20セット限り》

■宝石・金製品・時計・メガネ

特別
限定品 8純金開運セット（干支置物ほか4点セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円《1セット限り》

① ② ③

●〈アフタヌーンティー・ティールーム〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《120点限り》

本館3階
●〈ナナズグリーンティ〉4,000円《50点限り》

登録は
こちらから！

※一部対応していない機種・アプリがございます。

人気テーマパークペアチケット  3名様
デパ地下 5,000円クーポン     10名様　ほか

当日のお買上げレシート税込2,000円以上で参加可能!

お買上げ抽選会
遠鉄百貨店LINE@
「友だち」限定！ 1月2日木当日限り

■イ・コ・イ スクエア 地下1階
新春LINE@

大吉
中吉

空くじ
なし

まずは友達登録を！

●〈山形牛焼肉 牛兵衛 草庵〉
「和牛一頭コース（2名様）」11,000円《5点限り》
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