
〒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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自家製天然酵母を使用し、低温でゆっくり
発酵させて作るパンをお楽しみください。
　パン ド カンパーニュ（ハーフサイズ）640円
　  ※写真はホールサイズです。
　バゲット ナチュール（1本）・・・・・・・400円

ラトリエテンポ［中区蜆塚］

　ミックスサンド（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・518円
　いちごサンド（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

えびすやプラス［東区西ヶ崎町］

●プレーンベーグル（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230円
●グラノラ（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・650円《お一人様1点限り》

ベッカライ徳多朗［神奈川県横浜市］

●カンパーニュ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
●メランジェ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

ルヴァン信州上田店［長野県上田市］

●バゲット ルヴァン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
●パン オ セレアル（1/2斤）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

シニフィアン シニフィエ［東京都世田谷区］

◆KIBIYAベーカリー［神奈川県鎌倉市］　◆無添加パンKONA TKZ［兵庫県宝塚市］その他の出店

小麦の本来の
味を引き出す
無添加食パン。
人気の4種を
味わえる遠鉄
百貨店オリジ
ナルセットもご
用意!

　つぶあん
（1斤）・・・・500円

一本堂［西区入野町］

「日常に寄り添えるパン」をモットーに老若
男女問わず楽しめるパン作りをしています。
　発酵バターのあんバター（1個）240円
　クランベリー＆クリームチーズ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

まるきベーカリー［中区広沢］

店舗には毎日80種以上の
パンが揃う人気店！揚げた
てカレーパンは絶品です！

　まぼろしのつのパン（1個）・・・・・・・・172円
　すっごいメロンパン（1個）・・・・・・・・・259円

ベーカリーショパン［中区泉町］

杉山ナッツ［西区雄踏町宇布見］
浜松産みかんを使用した深煎り。ナッ
ツの香ばしい食感の中煎りは遠
鉄百貨店オリジナルの味わいです。
ピーナッツバター《各200個限り》
①みかん（深煎り、100g）1,674円
②                  プレーン
（中煎り、100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

グルメ・リパブリック［東京都新宿区］

スペイン産、酸度0.1%台・DOPシウラナ
認定の希少なエキストラバージンオ
リーブオイルを特別価格にてご提供！
オレウム・プリオラート（465g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
《各日50本限り、お一人様2本限り》

◆いちご農園しもんた
［東区大瀬町］

◆チーズ工房 HAKU
［中区住吉町］

◆養紡屋［天竜区春野町］
はちみつ

日替わりパン

◆ぱんのちはれ［京都府］
◆ドイツパン工房
   キルシュブリューテ
　［大阪府］

◆ブーランジェリ
   ロワゾー・ブルー［京都府］
◆パネッテリア
   プルチーノ［京都府］

◆小麦処福みみ［和歌山県］
◆ぱんだよりノドカ［京都府］

15日（土）

16日（日）

17日（月）

★16日（日）・17日（月）のみの出店
※17日（月）は午後0時30分からの販売

★15日（土）・16日（日）のみの出店

★15日（土）・16日（日）のみの出店

パンの供

① ②
その他の出店

可愛いねこの形の食パンです♡

ねこねこ食パン（プレーン、1本）648円

「毎日買いに来てくれるパン屋」を目指して始めた人気店！

本場フランス仕込み!何層にもなる
サクサクのクロワッサンがオススメです。
　テ オ シトロン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・292円
　クロワッサン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227円

プラスモンジュ［中区住吉町］

6牛肉ゴロゴロ
匠のカレーパン（1個）194円

揚げたて

を会場で！

浜松で
人気の

ブーラン
ジェリー

が一堂
に集結！

■本館8階 催会場

低温長時間発酵のパイオニアと呼ばれる超有名店！

1989年東京の富ヶ谷にオープンした自家製酵母パンの老舗！

えんてつオリジナル

※各日午前10時6午後7時、最終日は午後5時閉場。※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。
※各種ご優待、えんてつカードのポイント付与およびポイントでのお支払いは除外とさせていただきます。※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。

チーズ

地元静岡県
産を中心と
したフルーツ
専門店「えび
すや」が作る、
鮮度を大切
にした旬の
フルーツサ
ンドです。

いちごジャム

※各日午後1時からの販売

実演



※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。

2月26日（水）は
休業日とさせていただきます。

バースデイフレグランス（10㎖）・・・・・・・・・2,200円

12種類のオイルと31種類の香りをかけ合わ
せて誕生した366種類のフレグランスアイ
テム。ギフトにも最適です。 ①ピアス（パーツ・加工代含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・3,366円

②トップパーツ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各270円

名古屋の星ヶ丘にある人気店。選んだ
パーツでオリジナルをお作りします。

期間
限定

ショ
ップ

スニーカー（22.5～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・各13,200円

静岡の工場で生産された柔らかな履き心
地の革製スニーカーをご紹介いたします。

〈pono〉期間
限定

ショ
ップ

■2月18日（火）まで
■本館2階 婦人雑貨特設会場

※最終日は午後5時閉場

〈レシピ〉期間
限定

ショ
ップ

■2月18日（火）まで
■本館2階 婦人靴 ※最終日は午後5時閉場

〈スワティ〉
■2月18日（火）まで

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

ジュエリーパーツフェア
■2月29日（土）まで

■本館2階 リフォーム&リペア

〈御前崎松本農園〉いちご（1パック）1,080円

みずみずしさあふれる新鮮ないちごを選り
すぐって取り揃えました。

〈サンフレッシュ〉いちごまつり
■2月14日（金）616日（日）

■本館地下1階 北東入口特設会場
※各日予定数に到達した場合は終了とさせていただきます。

ひなまつり弁当「ぼんぼり」（1折、2段）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円《100折限り》

彩りも美しく可
愛らしいお弁
当。健やかな
成長を願って
祝うひなまつり
にふさわしい
美味しさをご
賞味ください。

〈なだ万厨房〉ひなまつり弁当

エアーイヤリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円

人気の高い神戸発のアクセサリーショップ。
春めく季節にあわせてデザイン、カラーも
多彩にラインアップいたします。

スポーツサポート（S～LL）・・・・・・・・・・・・・・・各9,900円

歩行をアシストする話題のサポーター。軽
くなる装着感をぜひお試しください。

期間
限定

ショ
ップ

「白」をテーマにし
た春の新作を、一
足早く取り揃えご
紹介いたします。

〈jMAX〉期間
限定

ショ
ップ 〈ラフィア〉

■　　　2月19日（水）625日（火）
■本館2階 婦人雑貨特設会場

※最終日は午後5時閉場

ブランドの代表的な
アイコンである上質
なトレンチコートをご
提案いたします。

〈アクアスキュータム〉
FUN&TRENCH

冬の衣料・雑貨最終処分市
プレゼント

期間中、5,500円以上お買
上げのお客様、先着600名様
に「タンブラー」をプレゼント
いたします。

4①・婦人ストレッチコート
・・・・・・・15,400円

・婦人ボーダーニット
・・・・・・・・・・7,700円
②婦人ダウン
コート各種

（ダウン・フェザー）
・・・5,500円

6婦人
デザインセーター
・・・・・・5,500円

8〈ロビンソン〉①バッグ6,380円
②2WAYリュック・・・・・・・・・・・・5,500円

婦人ニット特集
婦人セーター各種3,300円から

①

②

■         2月15日（土）617日（月）本館8階 催のご案内 あ す ※各日午前10時6午後7時、最終日は午後5時閉場。

この冬ラストのお買得チャンス！コートから雑貨まで特別価格で！

色・柄・デザイン豊富に取り揃え！

ご予約は、本館地下1階 〈なだ万厨房〉 
TEL.053（457）5424［直通］まで

ロック式で外れ
にくいピアスの
パーツをご紹介。
安心してお使い
いただけます。
クリスメラキャッチ（金色・銀色、1セット）各5,500円

5,000円以上お買上げのお客様に粗品をプレゼント
いたします。

プレゼント

プレゼント

予 告 ■　　　3月1日（日）63日（火）の販売
■本館地下1階 惣菜

予 告■　　　2月19日（水）625日（火）
■本館2階 婦人靴
※最終日は午後5時閉場

予 告

春の新作
■　　　2月19日（水）63月3日（火）

■本館3・4階、新館2・3階 婦人服・雑貨
予 告

■　　　2月19日（水）625日（火）
■本館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場

予 告

〈モディファイ〉
・コート97,900円
・ワンピース
・・・・・・・・・・・53,900円

優しい華やぎを
演出するデザ
インとカラーの
セレモニースタ
イルを豊富に取
り揃えました。

セレモニースタイル ■3月3日（火）まで ■本館3・4階、新館2・3階 婦人服・雑貨

〈リフレクト〉
・ジャケット
・・・・・・・38,500円
・スカート
・・・・・・・16,500円

すっきりとした
デザインが印象
的な晴れの日
の着こなし。大
人の華やかさ
がポイントです。
〈自由区〉
・ジャケット
・・・・・・・40,700円
・スカート
・・・・・・・18,700円

ご予約
承り

①

②

対象ショップにて11,000円
以上お買上げのお客様、
先着300名様に〈アフタ
ヌーンティー・リビング〉フェ
イシャルマスク1枚を差し
あげます。

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！

※一部対応していない
機種・アプリがございます。エンデパ

Q
R
コ
ー
ド

食料品ギフト解体セール
百貨店ならではの食料品ギフトを特別価格でご提供!

■2月15日（土）617日（月） ■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。

※一部対象外の商品がございます。

②

①

※インナーは別売りです。
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