
〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001
※営業時間については変更となる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。　　　　　　　　　　　
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※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。

※各日午前10時6午後7時 
※9月8日（火）・15日（火）は午後6時閉場

2週
開催

恵那寿や［岐阜県恵那市］
4栗きんとん（6個入）1,728円

ふわっとした生地に時間をかけ煮込んだ豚肉を
挟み込んだとろける角煮まんじゅうです。

利  久［宮城県岩沼市］
肉厚で柔らかな食感、
舌に広がるジューシー
な味わいの牛たん弁当
をお楽しみください。

ミスターフレンドリーカフェ 
［東京都渋谷区］
ミスターフレンドリーのホットケーキ
（1パック、18個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

6幻の手羽先（5本入）・・・・・・・・・・・・・・・・551円

世界の山ちゃん［愛知県名古屋市］

岩崎本舗［長崎県長崎市］

長崎角煮まんじゅう（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

旨みのある「真子」の美味しさを生かし、
厳選唐辛子で仕込む本場の味。

味の明太子 ふくや［福岡県福岡市］

味の明太子（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

チョコチップたっぷり。珈琲シロップで
しっとり感をプラスしています。

京都珈琲菓子モカボン
［京都府京都市］

6コーヒーフィナンシェ（5枚入）・・・・・972円

みるく工房
タンポポ
［群馬県高崎市］
飲むヨーグルト
（900㎖）702円

中村食品［大阪府大阪市］
イカの姿焼き（100ｇ当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

うえだ屋［大阪府茨木市］
大阪名物牛すじこんにゃく炊き
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

博多芳々亭［福岡県福岡市］
博多もつ鍋（醤油・味噌・塩・辛味噌
/2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,240円

虎屋ういろ［三重県伊勢市］
①静岡茶ういろ（1本）・・・・400円
②おはぎういろ（1本）・・・・・・600円

四五六菜館［神奈川県横浜市］
小籠包（8個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円

※一部対応
していない
機種・アプリ
がございます。

ネットで事前注文、店頭で　 　　 とお受取り 今なら

テイクアウト簡単

＆まちなかデパ地下

ご注文は、お渡し日の前日「午後4時まで」OK! ※一部まちなか飲食店の商品につきましては、お渡し日前日のご注文が不可なものもございます。◎お支払いは、クレジットカードでの事前決済のみとなります。

9月9日（水）からの【第2弾】の情報は裏面に掲載！

注文は
ネットで

お渡し
場 所

本館地下１階 
サービスカウンター商品を選択 注文完了！クレジットカード

で事前支払い
受取日を
選択

の商品も一緒にご注文いただけます。

ネットエンデパ

ご注文は
パソコン・スマホから

ネットもOK マークのついている商品が「簡単テイクアウト」の対象品となります。
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自慢の味を
競う２週間！
■【第1弾】9月2日（水）68日（火）【第2弾】9月9日（水）615日（火）
■本館地下1階 イベントスペース〈おいしさGarden〉

第1弾
9/2（水）68（火）

①

②

②

◎商品により受取日時が異なります。

ネットもOK◎ マークのついている商品が
事前予約の対象となります。

①

ガトーフェスタ ハラダ
［群馬県高崎市］

①グーテ・デ・ロワ（簡易大袋、2枚入×13袋）・・・・・・972円
②グーテ・デ・ロワ ソムリエ イタリアン
（簡易箱、15枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

代表商品「グーテ・デ・ロワ」やバジル、チーズ、
トマトが織りなす夏季限定のオードブルラスク
をご用意しました。

牛たん弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円

創業当時からの味を守りピリ辛に仕上
げております。

ネットもOK



※昨今の情勢に鑑み、一部商品の販売開始が遅れたり、販売を
中止する場合がございます。また、イベント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。
※表示価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※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。

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■9月2日（水）615日（火）
■本館6階 特設会場※最終日は午後4時閉場

プレゼント　　　　　　1回のお買上げ金額が税込2,000円以上のお客様に、
ランダムで「オリジナルポストカード（全2種）」1枚プレゼント!
税込10,000円以上のお客様に、「オリジナルポストカード（2種セット）」
+「オリジナルコットンバッグ」の1セットをプレゼント!

①ミニリュック（約20×11×高さ27㎝）・・・18,480円
②ミニポシェット（約18×5×高さ23㎝）10,120円

期間
限定

ショ
ップ

EVA T PARTY 2020

〈ONE PIECE グッズ〉①樽マグ1,540円
②海軍発行公式手配書・・・・・・・・・・・・・・各660円

〈テディベア〉ハンドバッグ
期間限定販売

■9月2日（水）614日（月）
■本館5階 特設会場※最終日は午後4時閉場

ハンドバッグ
（29×13×高さ
22.5㎝、本体:
オリジナルPVC、
付属革:牛革）
・・・・・・27,500円

秋・冬ものオーダースーツ・
ジャケット特別販売

■9月8日（火）
　622日（火・祝）
■本館8階 催会場
※最終日は午後5時閉場

〈ミュゼプラチナム〉
9月4日（金）オープン！
■新館7階 〈ミュゼプラチナム〉

〈東急ハンズ〉イエトクフェスタ
■9月30日（水）まで ■新館5階 〈東急ハンズ〉

〈ランバン コレクション〉
ハンドバッグデビューフェア

■9月2日（水）615日（火）
■本館4階 ハンドバッグ

プレゼント 期間中、10,000円以上お買上げのお客様、
先着30名様にオリジナルチャームを差しあげます。

第2弾
■9月9日（水）615日（火）■本館地下1階 イベントスペース〈おいしさGarden〉

①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

コマモ・シフォン［青森県弘前市］

2週目からも美味多彩！おうちで毎日楽しんで！

コーナーポケット［山梨県韮崎市］
①八ヶ岳のメープルパン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・907円
②ぎゅぎゅっとシャインマスカット（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・907円

風月堂［宮城県仙台市］
ずんだ茶巾（5個入パック、300ｇ）680円
●ずんだシェイク（３５０㎖、1本）540円

三陸いしのまき カイタク商店
［宮城県石巻市］
牛タン入つくね（冷凍、10本入）1,080円

マヨネーズからデミグラスソースまで全てが手作り。
先代の味を守り続けている ほんまもんの洋食が新登場します。

青森県産のりんごを使用した素朴で優しい味のフルーツパイを取り揃え
ました。自慢のパイはシナモンの風味がきいています。

1952年に神戸旧居留地で生まれた
製法で作る手延べ生地の食感が
人気のピザです。

新世界グリル梵［大阪府北区］

極上ビーフヘレカツサンド・（1人前）2,200円・（ハーフサイズ）1,100円

神戸ピザよりどり3枚（径約21㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,998円から

ピッコロッソ［兵庫県神戸市］
ネットもOK

ネットもOK

ネットもOK

ネットもOK

ネットもOK

新登場

①

②

①

②

① ②

千両屋［広島県広島市］かきフライ
しそ巻きのなかせい［青森県弘前市］かつお風味にんにく
西原商店［大阪府大阪市］キンパ（焼肉）

2週間開催

第2弾のみ

第2弾のみ

その他の出店

〈出張店 ONE PIECE 麦わらストア〉が
やってくる！ 人気グッズも続々登場！

〈ランバン コレクション〉の
ハンドバッグが新登場。
クラス感のある仕上
げが魅力です。

テディ柄のフランス製高級ゴブラン織りを中
心にご紹介。日本の職人が丹念に縫いあげ、
撥水加工も施されています。

①
②

ミュゼ初めて＆WEB予約限定
両ワキ＋Vライン5年間通い放題コース
今なら全身はじめてコース1回お試しつき！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104円《9月30日（水）まで》
※詳しくは遠鉄百貨店ホームページをご確認ください。

全国に展開する美容脱毛サロン〈ミュゼ
プラチナム〉。安心・安全・通いやすさを考
えた充実のサービスをご提供いたします。

事前のご来店予約で当日のお買物もスムーズに！

●紳士・婦人
イージーメードスーツ
お仕立上がり

38,500円から

【ご予約特典】
ご予約のうえ、ご来店いただいたお客様に
「オリジナルエコバッグ」を差し上げます。　
　　　　　　　　　　詳しくこちらから▶▶▶

ネットもOK

新登場

スキンケア、ヘアケア用品など〈東急ハンズ〉
がセレクトしたアイテムのセールを開催中！

エヴァストア夏の恒例イベント「EVA T 
PARTY」がやってくる！イベント限定Tシャツ
など各種エヴァTシャツを特集します。

©カラー

〈出張店 ONE PIECE 麦わらストア〉
in 浜松

■9月4日（金）から ■本館5階 特設会場

ミッフィー
ぬいぐるみ
（12×14×高さ23㎝）
・・・・・・・・1,980円

ぬいぐるみをはじめ
ミッフィーグッズが
大集合いたします。
お子様へのギフト
に大人気です。

© Mercis bv

ディック・ブルーナ
グッズコレクション

■　　 9月16日（水）629日（火）
■本館5階 特設会場※最終日は午後4時閉場

予告

婦人ファッションバーゲン
アクセサリーリフォーム＆貴金属・ブランド品大買取りフェア

8階 催のご案内
次週
予告 ■ 9月8日（水）614日（月）
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