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〒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

本館地下1階 食料品催場がイベントスペース〈おいしさ Garden〉に生まれ変わりました。
～ バラエティに富んだテーマで全国のおいしさを週がわりでお届けします！ ～

■3月11日（水）617日（火）
■本館地下1階 イベントスペース〈おいしさ Garden〉
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ザ・メープルマニア［東京都千代田区］
・メープルバタークッキー（18枚入）・・・1,900円
・メープルバウムクーヘン（1ホール）2,268円
・メープルフィナンシェ（6個入）・・・・・・・・1,080円

大徳寺さいき家［京都府京都市］ 穴子だし巻き弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

ナウオンチーズ［東京都新宿区］
ゴーダチーズ&チェダーチーズ（12枚入）864円

小樽洋菓子舗 ルタオ［北海道小樽市］
ドゥーブルフロマージュ（1個、径約12㎝）1,728円

コーナー
ポケット
［山梨県韮崎市］
クルミの
入った
クリーム
レーズン（1本）
・・・・1,188円

法多山名物
だんご
企業組合
［静岡県袋井市］
法多山名物
厄除だんご
（1箱）600円

清起商店［新潟県長岡市］
越後寒風干し塩引鮭（3切）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

焼きもん道場 森久［大阪府羽曳野市］
国産牛もつ鍋セット（4人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

崎陽軒［神奈川県横浜市］
特製シウマイ（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,420円

岩崎本舗［長崎県長崎市］
長崎角煮まんじゅう（1個）・・・・・・・・・・・・・400円

世界の山ちゃん
［愛知県名古屋市］

幻の手羽先（5本入）
・・・・・・・・・550円

あいすの家
［北海道夕張郡］
いちごスモア
540円

ピッコロッソ［兵庫県神戸市］
神戸ピザよりどり3枚（径約21㎝）・・・・2,998円から

新
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新
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ゴシュア［静岡県静岡市］
バスクチーズケーキ ・（径約9㎝）・・・・・・・・・・・・・・・630円
　　　　　　　　 ・（径約15㎝）・・・・・・・・・3,300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。

ホ
ワイ

トデーのギフトに
も



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、 新
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※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。

昨今の情勢に鑑み、一部商品の販売開始時間が遅れた
り、販売を中止する場合がございます。また、各種イベント
等につきましても、開催を延期または中止させていただく
場合がございます、予めご了承くださいませ。

「フォルテ」
バックパック
（33×14×高さ38㎝）
・・・・・・29,700円

スタンダードと
トレンドを組み
合わせた、時
代と流行にとら
われないもの
づくりをご紹介
いたします。

子供の健やかな
成長を願って飾
る兜飾りや武者
人形を特集。

オンワードメンバーズ
ポイント「プラス5％
ポイントアップキャン
ペーン」を開催いた
します。

現代女性へシャープなスーツを提案して
きた〈ICB〉から誕生した新レーベルをご
紹介いたします。

柔らかく、肌
触りよく、自在
に動けるスト
レッチパンツ。
窮屈感なく抜
群の履き心
地のパンツや
スカートをご紹
介いたします。

心地よい刺激と彩りのある生
活“spice of a day”を提案する
〈アフタヌーンティー・リビング〉。
品揃えがさらに充実しました。 汚れや傷に強いゴートレザーを使用し

たシルバーの新作2WAYバッグです。 上品なエレガンステイスト漂うコーディ
ネートを幅広くご紹介いたします。

〈大月真珠〉アコヤパール2点セット
（ネックレス：7㎜珠、留め具・シルバー、イヤリング：7.5㎜珠、14金
ホワイトゴールド）・・・・・・・・・・・・・・・・・143,000円《5本限り》

卒業式や入学式などフォーマルなイベント
に最適なパールを取り揃えました。

豊岡鞄〈アートフィアー〉期間
限定

ショ
ップ

■3月13日（金）622日（日）
■新館6階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈トップス〉チョコレートケーキ（1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円《各日200台限り》
●〈代官山 小川軒〉レイズンウィッチ
（1箱、10個入）・・・・・・・・・・・・・1,393円《各日100箱限り》

クルミの入ったクリームでスポンジをサンド、
チョコレートクリームで仕上げました。

ホワイトデー限定販売
■3月13日（金）・14日（土）
■新館地下1階 特設会場

フォーマルパールフェア

期間
限定

ショ
ップ

■3月31日（火）まで ■本館7階 宝石

〈カルニー〉高い高い人形
（高さ19㎝、天然木、麻紐）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円

「高い高い」とあやしているように動く仕掛け
人形など、ドイツの木工芸をご紹介いたします。

ドイツ木工芸
「小さなミュージアム」
■3月11日（水）617日（火）
■本館7階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

〈ラディーバ〉
・ルームジーンズ・スカート・・・・・・・・・・・各5,390円

お客様のイメージに合わ
せたリフォーム枠のデザイ
ン画をその場で無料で作
成いたします。

レギンスパンツフェア
■3月11日（水）617日（火）
■本館2階 スぺース2

〈ワコール〉独自設計の「歩きやすく、疲れ
にくい」パンプスをご紹介いたします。

〈ICB infinity closet〉
■新館3階 婦人服

■　　  3月22日（日）・23日（月）
■本館2階 アクセサリー リフォーム&リペア
※22日（日）は午後6時、23日（月）は午後5時までの受付

パンプス（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,200円

〈ワコール サクセスウォーク〉フェア
■3月11日（水）617日（火）

■本館2階 婦人靴

期間中、22,000円以上お買上げのお客様、先着100名様に遠鉄百貨店
スウィーツクーポン（500円分）をプレゼントいたします。※なくなり次第終了となります。

〈人形の久月〉
久月作
仁王之兜収納飾
（50×35×高さ55㎝）
・・・・・・・187,000円

遠鉄百貨店特選
五月人形陳列販売会

■4月20日（月）まで
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

〈23区〉
・ブラウス19,800円
・パンツ・・・・14,850円
■新館3階 婦人服
プレゼント
期間中、33,000円以上お買
上げのお客様にミニプレゼント
を差しあげます。
※無くなり次第終了となります。

春のオンワードフェア
■3月14日（土）622日（日）
■各階 オンワードブランド

■3月11日（水）624日（火） ■各階 ワールドブランド

プレゼント
期間中、100,000円以上のお買上げでオルゴール付き名前
木札を、さらに、3月29日（日）までのお買上げで早期特典として
高坏をプレゼントいたします。

〈アクセサリー リフォーム&リペア〉
オーダーリフォーム

■引き取り期間／3月11日（水）615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9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

～支援を必要としているこども達の未来のために役立てる～

■新館3階 婦人服
〈アンタイトル〉〈インディヴィ〉

Sサイズフェア

ワールドフェア

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（1,100円分）を1枚差しあげます。

この春、生まれ変わった売場に新作が登場。

〈アフタヌーンティー・リビング〉

2WAYバッグ（32×8×高さ31㎝）53,900円

〈イビサ〉

新館2階

本館4階

本館4階

〈ロブジェ〉

リニューアル

移設リニューアル

新登場

■3月12日（木）617日（火）


