
〒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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①〈ゴディバ〉ソフトクリーム
ワッフルコーン ダブルチョコレート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・520円
②〈BABBI〉ソフトジェラート 
ピスタチオ&チョコレート・・・540円

①

②

本館8階 催会場 2月7日（金）613日（木）は午後8時まで、
最終日の14日（金）は午後6時閉場

1月29日（水）62月18日（火）
2月6日（木）・最終日18日（火）は午後7時閉場

本館3階 特設会場 会期中の日曜～木曜日は午後7時まで、
最終日の14日（金）は午後6時閉場

本館地下1階 北東入口 特設会場

アムール・デュ・ショコラ
ウェブカタログはこちら！
日替り
ショコラの情報も！
※一部対応していない
機種・アプリがございます。

話題のショコラから世界で注目のショコラまで、多彩な一粒を。
本館

8階
催会場

〈ロイズ〉スペシャルショップ

ロイズプレミアムカカオ
【チュアオ ミルク】
（38g）540円《初出品・数量限定》

ポテトチップチョコレート
【オリジナル】（190g）777円

北海道の人気ブランド〈ロイズ〉
のチョコレートが勢揃い！

新登場

新登場

〈小樽洋菓子舗 ルタオ〉ロイヤル
モンターニュマリアージュ  マスカットティー
（ロイヤルモンターニュ×9、ロイヤルモンターニュ 
マスカットティー×9）1,512円3

〈Good Morning Table〉
①アップルシードルトリュフ
（8個入）1,080円3
②イチゴタブレットショコラ  
（ミルク／ホワイト）（各1枚）各1,512円

〈プレスバターサンド〉バターサンド
〈黑〉（9個入）2,430円3

ネットショッピング
好評開催中！

「友だち」限定！
「アムール・デュ・ショコラ」
クーポンプレゼント

■1月23日（木）62月14日（金）
■本館8階 催会場※最終日は午後6時まで

 問TEL.053（457）5256［直通］まで

■2月2日（日）まで※最終日は午後７時３０分まで受付
◎お届け期間／2月8日（土）610日（月）

ネットエンデパ詳しくは

本館

3階
特設会場

京都発のショコラブランド。
日本の素材を中心に、
和のショコラをお届けします。

ベルギーの伝統的な製法と
モダンな感性から作られるアソート。

MUSCAT:Academy of Chocolate
2019最高金賞受賞。G20サミット各
国首脳のお手土産にも選出。

②

①

アムール・デュ・ショコラ

※一部対応していない機種・アプリがございます。

新登場

①

②

ベルギー王室御用達ブランドがお届
けする、少し大人な甘酸っぱいベリー
のショコラのアソート。〈ca ca o〉

アロマ生チョコ MUSCAT
（16粒）2,592円3

〈ヴィタメール〉ベリー・ルージュ
（5個入）2,052円

〈ピエール マルコリーニ〉
バレンタイン セレクション（9個入）3,672円3

新登場

〈ベルアメール 京都別邸〉
①スティックショコラアソートＳ
（瑞穂のしずく×3個、スティックショコラ×1本）1,512円3
②スティックショコラ（1本）各540円

1/23木62/14金【本館】3会場にて開催！ 午前10時6
午後7時30分

あすから！

来週1/29水から開催！予告本館
地下1階
北東入口
特設会場

すでに「友だち」登録済みのお客様全員に
クーポン
プレゼント!100円※新規登録のお客様含む

※一部対応していない機種・アプリがございます。

会期中の
入会・切替でも

OK！ ※ポイントアップになるお支払いは ①現金または商品券 ②えんてつカードによるクレジット支払いに限らせていただきます。
※〈ルイ・ヴィトン〉、〈ティファニー〉、〈ロレックス〉など、一部対象外商品・売場がございます。

■本館1・2・3・4階
■新館1・2・3階対象フロア予

告



婦人ショートブーツ各種・・・・・・・・・・7,480円から

足に優しいシューズとして人気の高い婦
人靴をお買得価格でご紹介いたします。 クロコハンドバッグ①（25×6×高さ15㎝）

②（23×10×高さ17㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各88,000円

職人が1点1点丹念に仕上げたオリジナル
ハンドバッグを特集いたします。

期間
限定

ショ
ップ

■1月22日（水）628日（火）
■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後5時閉場

栗山（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円
恵那川上屋ベストセラーのモンブランです。

〈ロビンソン〉
ハンドバッグセール
■1月22日（水）628日（火）

■本館2階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

〈恵那川上屋〉
■1月22日（水）628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

ブランドバッグや金・銀・プラチナ製品、時
計、未使用の切手・金券などの買取りをい
たします。1点から無料で査定いたします
ので、お気軽にご相談ください。

〈リサイクルキング〉
金・銀・プラチナ、ブランド品買取り

■本館3階 〈リサイクルキング〉

〈ゴールデンフット〉
婦人靴セール

① ②

静岡県公安委員会許可第491270002061号 （株）K-GOLDインターナショナル

この冬のラストチャンス！見逃せない特別プライスでお気に入りをゲット！
■1月24日（金）62月2日（日）
■各階で開催！

1O％OFF!対象のセール品を2点お買上げで さらに

プレミアム ウィンター バザール

●〈銀座ヨシノヤ〉
婦人靴11,000円均一
《50点限り》

まとめ買いセール
さらにお得にゲット!

特別提供品

3階
本館

4階
本館

6階
本館

6階
新館 2階

本館

“カワイイ”が見つかる期間限定ショップ！

新シリーズ［プレイフル・ストライプ］
コスメポーチ・・・・・・・・・・・・・・・5,390円から

■1月22日（水）628日（火）※最終日は午後5時閉場

■　　　 1月29日（水）62月4日（火）
※最終日は午後5時閉場

マニキュア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,420円

バッグ㊧（27×11×高さ14㎝）14,300円
㊨（20×9×高さ14㎝）・・・・・・・・・・・・・13,200円

■2月14日（金）まで■各階で開催
バレンタインデー

6〈パーカー〉ボールペン各22,000円
■本館6階 紳士洋品
上品な煌めきのパールとクロームカラー
の組み合わせが気品を漂わせます。

〈タケオキクチ〉スウィーツタイ・・・・・・・各11,000円
■本館6階 ネクタイ

小剣にスウィーツをデザインしたネクタイは隠れ
甘党男子ギフトに最適。

〈ユーティリフォー〉靴べら
（長さ約43㎝、重さ約170g）・・・・・・・・・・各11,000円
■本館6階 紳士靴

持ち手のフィット感とルームディスプレ
イとしても楽しめるデザインが特徴です。

〈プレリー〉①ポーチ大（24×5.5×高さ13㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,250円
②ポーチ小（20×5×高さ10㎝）6,600円
③L字ファスナー小銭入れ
（10×2×高さ7㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,600円
④ペンケース（17.5×3×高さ2.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,400円
■本館6階 紳士洋品

トレンドのコンパクト革小物。
ユニセックスで使用できるイタリア
ンレザーの華やかなカラーリングが、
シンプルなデザインに遊び心をプ
ラスします。

紳士・婦人靴下（紳士26～29.5㎝、婦人23～25.5㎝）
各1,540円

スウェーデン発、カップルやご夫婦、友達とお
揃いで楽しめるポップでカラフルな靴下です。

4【2月1日（土）発売】〈サボン〉
ジェントルマン ボディケアキット7,000円
■新館1階 〈サボン〉

清潔感と上品さを感じさせる男性向け
コレクション。シャワーオイル＆ボディロー
ションのセットです。

職人の丹念な手仕事により生み出され
る機能性にも優れたプロにも選ばれる
コスメポーチです。

豊富なカラーとソフトな風合いが持ち
味のイタリアンメイドの牛革バッグ。

世界最高峰の発色!野菜由来の成分
でつくられた自爪への負担も少ないマ
ニキュアです。

※最終日は
午後5時閉場■1月22日（水）628日（火）

■1月22日（水）628日（火）※最終日は午後5時閉場

■1月22日（水）628日（火）※最終日は午後5時閉場

①

②

③

④

耳に貼るだけの痛くならないピアス。敏感肌の
方も楽しんでいただけます。
ピアス各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,760円から

マニキュリスト グリーン

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！
エンデパ ※一部対応していない

機種・アプリがございます。

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、

マクドナルド●

●
プレス
タワー

※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。

予 告
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