
〒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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　　　コマモ・シフォン［青森県弘前市］
8①あおもりスイーツパイ（径約16㎝、1ホール）1,800円
②王道アップルパイ（径約18㎝、1ホール）1,944円
6りんごキャンディ各種（1個）・・・・・・・・・432円から
《各日各30個限り》

菓匠三全［宮城県仙台市］
萩の月（簡易箱入、5個入）
831円《各日500箱限り》

yuwa［秋田県秋田市］
4スフレサンド
プレーン（1個）
370円
6雪国ミルク
ソフト（1個）
450円

アルパジョン［青森県八戸市］
朝の八甲田津軽りんご
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円

回進堂［岩手県奥州市］
岩谷堂羊羹くり金印（1棹）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

　　　    八戸ニューシティホテル

魚菜工房「七重」［青森県八戸市］
4虎鯖棒すし（ハーフサイズ）1,944円

おんせんたまごの森山
［福島県福島市］
たまご美人・（6個入）・・・・・・712円
            ・（10個入）・・1,188円

刈谷食品［秋田県鹿角市］
しそ巻きあんず（190g）・・648円

マルト川原商店［岩手県大船渡市］
いくら醤油漬け（100g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

中村家
［岩手県釡石市］
4三陸海宝漬
（350g）4,000円

味の牛たん 㐂助
［宮城県仙台市］
8牛たん
（しお味、100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円

唐土庵「もろこしあん」［秋田県仙北市］
生もろこし三種詰合せ（各2個×4包、3種入）1,080円

松澤蒲鉾店［宮城県仙台市］
厚焼き笹かま笹百年（1枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162円

秋田おばこみそ
［秋田県にかほ市］

8秋田おばここまちみそ
（米みそ、1㎏）・・・・・・・・1,620円

道の奥ファーム
［岩手県遠野市］
冷凍ブルーベリー
（500g）・・・・3,240円

しあわせ牧場［岩手県宮古市］
8イボンヌのシュークリーム（1個）350円
6ヤギミルクタピオカドリンク（1杯）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円

ちゃちゃちゃ
本舗
［岩手県盛岡市］
わらび餅お濃茶
クリームあんみつ
（1個）・・・・680円

田子ふぁーむ［青森県三戸郡］
ミネラル黒にんにく（31粒）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円

新改商店［青森県青森市］
海峡するめ（60g）・・・・・・1,080円

大塚商店［秋田県秋田市］
わかさぎ唐揚げ 男鹿の塩味
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

熊谷食品［青森県弘前市］
葉くるみ漬（3個入）・・・・・・・・・648円

しそ巻きのなかせい［青森県弘前市］
かつお風味にんにく（120g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円

竹花さとうフーズ［宮城県登米市］
梅ひじき（200g）・・・・・・・・・・1,296円

大地フーズ［宮城県遠田郡］
いわしハンバーグ（8枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

松本養蜂総本場［福島県会津若松市］
6有機はちみつ栃の花（120g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円

鈴木製麩所［山形県山形市］
よもぎ麩まんじゅう（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・518円

みやこがね本舗［宮城県仙台市］
8苺大福（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・324円

かさい製菓［青森県弘前市］
4紅玉チーズタルト（径約18㎝、1ホール）2,640円

幸工芸［岩手県奥州市］
鉄瓶平丸型亀甲霰
（鉄、1.2ℓ）26,400円《3点限り》

ヘライファーム［青森県十和田市］
長財布（オストリッチ、19×1.5×高さ9.5㎝）
35,200円 折財布（オストリッチ、
11×2×高さ9.5㎝）27,500円

阿保下駄製作所［青森県弘前市］
津軽塗（紋紗）婦人下駄（桐（漆塗）、23.0～24.0㎝）
①舟形29,700円 ②ハイヒール形33,000円
《各1点限り》

久慈琥珀［岩手県久慈市］
マルチカラーネックレス
（久慈産琥珀（金具:銀製）45㎝）
・・・・・・・・・・・・120,000円《2点限り》

吉村正一商店
［宮城県石巻市］
フィッシング・フック
ペンダント（マッコウクジラ
の歯、約3.5×4.5㎝、革紐:約56㎝）
46,200円《2点限り》

五十嵐製麺
［福島県喜多方市］
産地直送喜多方
ラーメン（1人前、
520g、具材付き）
692円

　　　デミアン［福島県福島市］
昔懐かし甘食パン（5個入）750円

1階
地下 8階

工芸

8階

■2月19日（水）625日（火）■本館 ※各日午前10時
6午後7時30分

食料品催場地下1階催会場 ※最終日は
午後3時30分閉場8 階

名物に美味いものアリ！飾らない名品を多彩に揃えてご紹介。

美味探訪。素朴で新しい、東北の味に感動！

餃子の餃天［秋田県秋田市］
餃子の三色餃子
（12個入）・・・・・・・・・・・・1,080円

モンリブラン［福島県郡山市］
クリームワッフル（生クリーム・生チョコ・いちご ほか、1個）・・・各281円

牛たん徳茂［宮城県仙台市］
牛たん弁当（塩味、1折）
1,800円 みちのく蔓工芸所

［山形県米沢市］
山ぶどう蔓カゴ
（角形・亀甲）
（山ぶどう蔓、約31×
10×高さ23㎝）
176,000円

　　　美膳榎本商店
［青森県八戸市］
8いちご煮
海鮮おこわ
（200g）500円

杏やりんごなど青森の果実をふんだ
んに使用し、焼きあげました。

スイカなのに赤果肉はいちご味、 種はチョコ
チップの見た目も楽しい大人気パン。

自然な甘さのずんだ餡と、
宮城県産のもち米「みやこ
がね」で作りました。

自社の牧場でとれた
ヤギミルクを使用

秋田県産牛乳を使った
スイーツ専門店の自慢
の味をたっぷりと。

リアス海藻店
［岩手県釡石市］
2三陸わかめ
（170g）
・・・・・・・1,080円

カネショウ
［青森県弘前市］
6ハチミツ入
りんご酢（500㎖）
・・・・・・1,296円

柔らかな肉質の
米沢牛の美味しさを

いろいろ楽しめる贅沢弁当。

厳選した肉厚の鯖を塩
と酢だけでしめた逸品。

八戸の朝市から話題に
のぼった地元ソウルフード。

牛たんを仙台名
物に育てあげた
名店。

　　　大安食堂［青森県八戸市］
6しおてば（10本入）・・・・1,188円

　　　米沢琥珀堂［山形県米沢市］
8米沢牛ステーキMIX弁当（1折）2,700円

※食料品の各種ご優待、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。

見逃せない!地下にも東北の味力満載!! 使うほど愛着が湧く、匠の技

　　　甘仙堂［宮城県名取市］
6ずんだカタラーナ（1個）1,080円
3ずんだ餅（5個入）・・・・・・・・・・・・648円

お茶専門店
の日本茶カ
フェ。お濃茶
を使ったあ
んみつ。

KIKUCHIYA BAKERY［宮城県仙台市］
スイカパン（1斤）702円《各日午後3時からの販売、各日96斤限り》

①
②

①
②

実　演

実　演　　　平野屋［岩手県釡石市］
4浜焼いかぽっぽ（1串）864円

実　演

実　演

実　演

実　演

実　演

実　演

実　演

実　演

新
登 場

新
登 場

新
登 場

新
登 場

新
登 場 アトリエぐらん［岩手県宮古市］ウニ染め衣料その他の出店

佐々木製菓［岩手県一関市］南部煎餅
ホームスター［宮城県仙台市］健康食品

その他の出店

佐藤養助
商店
［秋田県湯沢市］
稲庭干温飩 
切落し（550g）
1,080円



※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。

遠鉄百貨店 第1駐車場

12時間最大500円
夜間駐車がお得！午後6時6翌朝6時まで

■2月19日（水）63月3日（火） ■本館7階 リビング

〈西川〉羽毛ふとん4点セット   
（掛けふとん：150×210㎝、敷きふとん：100×210㎝、
ピロー、ピローケース）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,780円

6〈グリーンパン〉メイフラワー3点セット   
（フライパン：20㎝・26㎝蓋付き、ソースパン：16㎝蓋付き）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,350円《10点限り》

〈POKETLE〉
ミニボトル
（高さ18.7㎝、180㎖）
・・・・・・各1,650円

　4〈HANGO〉①ランチボックス
（上段：200㎖・下段：300㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,200円
②箸・スプーンセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,540円

夕方5時からの特別メニュー「ちょい飲みセット」始めました。

99,790円3セット合計
暮らしの基本となる無印良品の定番商品をセットにしました。2020年新生活数量限定セットです。

春に向けてランチグッズを新しくしてみませんか？さまざまなランチグッズを取り揃えてご紹介いたします。

進学や就職など、これから始まる快適な新生活の準備を応援します。

美しくなってリニューアルオープン。日本酒の品揃えが
ますます充実いたしました。新登場の「獺祭」をはじめ、
全国の酒蔵から職人が手塩にかけた銘酒を厳選して
ご紹介いたします。どうぞお楽しみに。

家電3点セット（・冷蔵庫：47.6×55.7×高さ116㎝、
126ℓ・電子レンジ：47×35〈ハンドル含む39〉×高さ28.5㎝、
・電気洗濯機：幅52.5〈排水ホース含む〉×50×高さ89㎝） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64,900円

テーブル/チェアセット
（テーブル：80×50×高さ70㎝）   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,900円   

ベッド/ふとんセット   
（ベッド：98×198×高さ26㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,900円

※詳しくは売場販売員におたずねください。   

■新館4階 無印良品
■新館5階 東急ハンズ

　　2月27日（木）
新館地下1階 酒売場
リニューアル！

日本酒のラインアップがさらに充実！上質な着心地のジャストスーツをこの機会に。

予告

②〈山口／旭酒造〉獺祭 
純米大吟醸 磨き二割三分
（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,555円

天保元年（1830年）創業。
新潟県産にこだわり品質本位
の酒造りを続けている老舗。
①〈新潟／朝日酒造〉   
久保田 萬寿 純米大吟醸
（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,004円 

酔うため、売るため
の酒ではなく、味わ
う酒を求めて、真に
美味しい酒を造り
続けている山口県
の酒蔵が初登場。

① ②

カタログの中身も確認できて安心♪カタログギフトが
ネットショッピングでも取り扱い開始！

エンデパ
詳しくは

※一部対応していない機種・アプリ
がございます。

エンデパ詳しくは
※一部対応していない機種・アプリがございます。

円から【全15コース】 

1989年の創刊以来、“大人の生活誌”「サライ」
が誌面で紹介してきた、選りすぐりの名品、旬の
美味、上質なサービスがお選びいただけます。
   
   
   

まるで飯盒のようなデザインが特徴。
お弁当時間にも、ちょこっとアウトドア
気分が味わえます。

両サイドをカチッと止める人気のデザイン。
キレイに盛り付けたおかずを優しくキープ。

コップ1杯分、
少量の飲料水
の持ち歩きに。
お薬を飲む時
にも便利です。
真空断熱構造
で飲み物の温度
をキープします。

6,380  円から【全6コース】 

東急ハンズでも「えんてつ百貨店友の会」の
積立満期金のご利用が可能になりました！

東急ハンズ
限定カラー

ゴールドのみ
東急ハンズ
限定カラー

①

①

②

②

マクドナルド●

●
プレス
タワー

NPC浜松千歳町パーキング

■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、

に駐車されたお客様限定　　　 誠に勝手ながら、
2月26日（水）は休業日と
させていただきます。

お知らせ

【うなぎ 徳】1,500円
◎１杯（生ビール〈小〉、日本酒、ハイボール、グラスワイン）
◎おつまみ３品（茶碗蒸し、あん肝、週替わり）

【牛兵衛草庵】1,500円
◎１杯（生ビール、サワー、ワイン、ハイボール）
◎おつまみ３品
（キムチ、ナムル、和牛あぶりにぎりまたはサラダ）

【浜松餃子 錦華】1,500円

4【浜松餃子 錦華】

◎１杯（生ビール、ハイボール）
◎おつまみ2品
（浜松餃子10個、日替り料理一皿）

【鼎's　　　　　　　】1,500円
◎１杯（生ビール、ハイボール）
◎おつまみ３品（羽根つき焼小籠包または蒸し小
籠包4個、青菜のガーリック炒め、エビワンタンの甘辛ソース）

【越後叶家】1,200円
◎１杯（生ビール、清酒、ハイボール、焼酎芋黒霧島）
◎おつまみ❶～❸から各1品ずつ
❶酒肴〈野沢菜、枝豆〉 ❷スローフード〈手作りのっぺ、
油揚げ、焼板わさ〉 ❸ごっつぉ〈鴨焼き、唐揚げ、天ぷら〉

 by 
JIN DIN ROU

夕食のメニューも、
地元グルメをはじめ充実のラインアップ！

営業時間／午前11時6午後11時※ラストオーダーは午後10時30分

ハンバーガーやステーキなど
本格アメリカンフードが楽しめる
〈ザハイミールダイナー〉

パーテ
ィ

など貸
切

OK!

【営業時間】
午前11時6午後11時
※一部店舗は午後10時まで

宴会から各種パーティまで、コースメニューも充実しました。
予約承ります

〈錦華コース+飲み放題（90分）〉
（お一人様）6,500円

【牛兵衛草庵】6
〈遠鉄百貨店牛兵衛コース
+飲み放題（90分）〉（お一人様）7,700円

　　オーダースーツ・
ジャケット特別販売
春・夏もの

■　　　2月27日（木）63月11日（水） ■本館8階 催会場
※午前10時6午後7時、最終日は午後5時閉場

Men’s ＆ Ladies’ スーツお仕立て上がり
●スーツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,500円から
　 ※レディススーツのボトムはスカート・パンツいずれかをお選びいただけます。

●ジャケット各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,300円から
●フォーマルスーツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,500円から

新登場

4「新生活応援食器 8点セット」
（〈白山陶器〉ボウル13㎝・プレート14.5㎝・20㎝、
〈zero〉ポット・マグ・スープカップ、飯碗・箸の8点セット）
・・・・・・・・・・・・・・9,702円※色はお選びいただけます。

前菜、チヂミ、和牛6種、牛タン、豚トロ、デザートほか
※ご予約はご利用日の3日前までにお願いいたします。※コース
料理のご注文は予約が必要となります。（2名様から承ります。）

餃子3種（焼・揚・水）、フカヒレ蟹身入り煮込み、シラス炒飯など全8品
※ご予約はご利用日の3日前までにお願いいたします。※コース
料理のご注文は予約が必要となります。（2名様から承ります。）

〈予告〉本館8階 レストラン街に新しい仲間が登場！

6〈チアーズフェス〉
①ランチボックス（600㎖）・・・・・・・・・・・・・各2,420円
②コンビセット＆ハーフケース・・・・・・・1,155円

「羽毛ふとん下取りキャンペーン」
期間中、お持ちいただいた羽毛ふとん1点につき、〈西川〉羽毛
ふとんにお使いいただける「お買物券」を1枚進呈いたします。

上質な暮らしにふさわしいアイテムを掲載した、
幅広い年齢層に受け入れられる人気のカタ
ログギフトです。

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

3,080  

予告
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