
〒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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第1弾

※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。

■11月4日（水）617日（火）
■本館地下1階 イベントスペース
　〈おいしさGarden〉

２週目からも銘店の美味満載！お見逃しなく！！

※各日午前１０時6午後７時 
※11月10日（火）・17日（火）は午後６時閉場

ご注文・詳細は

エプバンタイユ［大阪市大阪府］
ビーフカツサンド（1折、4切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

実 演

料理旅館 橘［三重県志摩市］
的矢かきめし弁当  
（1折）1,458円   

鎌倉豊島屋［神奈川県鎌倉市］
鳩サブレー（1箱、9枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
《店頭販売/各日350箱限り》《ネット/各日100箱限り》

菓匠三全［宮城県仙台市］
萩の月（簡易箱、1箱、5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・831円
　　　　　　　　　　　　　《各日350箱限り》

佐近
［京都府京都市］
京の味比べ
（1折）
1,296円

2週
開催

ネットもOK

南船場のフランス料理店から、食べ応え充分なビフ
カツと特製ソースを絡めたビーフカツサンドが登場。

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 ネットもOK

ネットもOK

2週間
開催

2週間
開催

■11月11日（水）617日（火）※11月17日（火）は午後6時閉場

筑前たなか油屋［福岡県筑紫野市］
極上黒胡麻油（270g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円

上海餃子［兵庫県神戸市］
盛合せ水餃子（10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

クッキーチーズサンド

団十郎［滋賀県大津市］
かに弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・1,620円

八起庵［京都府京都市］
鴨なんば（お持ち帰り用、2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

村上重本店［京都府京都市］ 
千枚漬（154g）・・・・・・・・・・・・・・・1,000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

■11月4日（水）610日（火）※11月10日（火）は午後6時閉場
全国津々浦々から、銘店の味を選り抜いて。

下鴨茶寮［京都府京都市］京◯（きょうえんそう）（1折）1,404円

出し巻玉子や合鴨燻製など、おかずは14種類。
炊き込みご飯とご一緒にお楽しみください。

伊勢丸
水産
［宮城県石巻市］
さしみ昆布
（1束、350g）
・・・・・・864円

銀座木村屋
總本店［東京都中央区］
酒種あんぱん五色
（桜・小倉・けし・うぐいす・白）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円

酒の酵母からつくられた
銀座生まれのあんぱん、
5つそれぞれの味を
お楽しみください。

関根の胡麻油
①ごまんさい
ドレッシング
［胡麻］［人参］
（各２００㎖）各864円
②角缶（1,200g）
・・・・・・・・・・・・・・3,780円

②
胡麻油の関根
［東京都新宿区］ 

①

最高級の生栗をまるごと甘露煮にし、しっとりと
した蒸し羊羹に封じ込めました。
庵月［大阪府大阪市］生栗蒸し羊羹（1棹）・・・・・・・・・・・・3,780円

マークのついている商品はネットショッピングで事前予約が可能です。

■新館地下1階 ウィークリースウィーツ

第2弾

「ピゲ（Pige）」とはデンマーク語で女の子。チーズ好き女子3人
がはじめたお店です。クッキーチーズサンドを中心に、チーズを
使ったオリジナルスイーツを手づくりでお届けします。

11/4㊌OPEN

〈チーズピゲ〉
【期間限定ショップ】3月末まで

・ハチミツブラック（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320円
・濃厚バニラ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420円
・ストロベリーチーズケーキ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420円
・贅沢抹茶（1個）・・・・・・・・380円
・オレンジマーマレード（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円

CheesePige 



■　　11月5日（木）69日（月）■本館8階 催会場

1400度という高温で長時間
焼成される磁器。窯の中では
さまざまなアクシデントが生じ
ます。「炎のいたずら」ともい
える失敗作を展示いたします。

アンティークローズセット・・・・・・・・・・・・・16,610円

メイクアップに欠かせない上質な使い心地
で人気の高い化粧筆セットです。

足をチェック、測定したデータをもとに、あな
たの足にフィットする靴選び、インソールの
製作をいたします。

〈白鳳堂〉期間
限定

ショ
ップ

■11月4日（水）610日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

■11月11日（水）617日（火）
■本館2階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈楽歩堂〉
オーダーインソール&シューズ承り会

■11月4日（水）610日（火）
■本館2階 婦人靴
※最終日は午後5時閉場

コムサフェア
■11月4日（水）617日（火）
■本館3階 〈コムサプラチナ〉
　本館4階 〈プレシャスマイルド〉
　新館6階 〈コムサステージメン〉

スタンプラリー

オリジナルグッズプレゼント

西洋アンティークフェア

期間中、税込27,500円以上お
買上げのお客様に、コムサフェア・
オリジナルグッズをプレゼントいた
します。
※数に限りがございますので、
　予めご了承くださいませ。

期間中、お買上げのお客様に、
スタンプラリーカードを差しあげます。
館内のファイブフォックスショップ
へご来店でファイブフォックスメン
バーズカードに1ポイントプレゼント
いたします。※期間中、各ショップ
一回限り有効。

※写真はイメージです。

衣料品引き取り「ワールド エコロモ キャンペーン」
～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～

2020年11月21日（土）・22日（日）
各日午前10時6午後3時
イ・コ・イ スクエア3階 特設会場
婦人・紳士・子供服（おひとり様9点まで）

引き取り期間
受 付 時 間
引き取り会場
引き取り対象品

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
ごとに一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。
※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・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。 ※詳しくは販売員におたずねください。

●遠用または近用メガネ
レンズ付きセット
16,500円《各日30セット限り》

※各日午前10時6午後6時、最終日は午後5時閉場※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。
※都合により、価格が変更となる場合がございます。※製品の都合上、色・柄・サイズが多少異なる場合がございます。

シンプルな中にも女性らしさを大切にしたデザイン、軽
量でしっかりとした掛け心地です。

「着る眼鏡」をコンセプトとして生まれた知的な印象を
漂わせるアンティークアイウェアブランド。

日本オリジナル
プラーク「サマーナイト」
（額装サイズ:約23×23㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・440,000円

■　　　11月5日（木）69日（月）■本館8階 催会場

■　　11月11日（水）612月21日（月）■本館8階 冬のギフトセンター

※各日午前10時6午後6時、
最終日は午後5時閉場

●〈福井・鯖江製フレーム〉遠近両用
メガネレンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,700円《100セット限り》

〈ループライアント〉男女兼用メガネレンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46,200円

〈マリクレール〉婦人用メガネレンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,700円

〈シグニア〉耳かけ型
充電式補聴器StylettoX
・片耳294,000円より
・両耳544,000円より

■本館7階 メガネ補聴器■11月5日（木）・6日（金）
※各日午前10時6午後4時、お一人様約1時間
お問合せは、TEL.053（457）5416［直通］まで

おしゃれなメガネフレームを豊富に取り揃えて開催！ ヨーロッパで初めて硬質磁器を生みだしたドイツの名窯

特別提供品

補聴器相談会
開催

日替り特別提供品

最新補聴器の試聴会を開催いたします。
この機会に是非、新しい補聴器をご体験ください。

～ 炎のいたずら ～特別展示

●ブランドフレーム遠用または近用
メガネレンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《100セット限り》 ●〈福井・鯖江製フレーム〉

遠用または近用メガネ
レンズ付きセット
22,000円《各日50セット限り》

※サングラスを除きすべてフレーム+レンズのセット価格です。※オプションレンズなど、別途料金を頂戴するレンズがございます。

2日間限り 3日間限り5日
（木）

9日
（月）

ご予約優先

6日
（金）

7日
（土）

8日
（日）

国立マイセン磁器製作所は今年開窯310周年を迎えました。
伝統的な逸品作品と共に、新作や世界限定作品、アンティーク
マイセンも多数揃えております。マイセンクリスタル社の
新作も併せ、ぜひこの機会にご高覧くださいませ。

ケーク・ショコラ・バニーユ、
ケーク・オランジュ・コンフィ 
各約150g
賞味期限：常温で21日

〈ル・ショコラ・
アラン・デュカス〉
ケーク詰合せ
・・・・・・・・・・5,400円
ST004014

※各日午前10時6午後6時、12月14日（月）と最終日は午後5時閉場 「お持ち帰り」は12月14日（月）までの承り

車海老の蒸し寿司、
穴子の蒸し寿司
各100g×3 
賞味期限：冷凍で180日

〈京料理  美濃吉〉
料亭の蒸し寿司
詰合せ
・・・・・・・・・・5,400円
SY007013

■12月21日（月）まで
※商品の発送は11月13日（金）以降となります。

ネットエンデパ

［ネットショッピング限定］
早期ご注文特典は11月30日（月）まで

シェークスピア劇「真夏
の夜の夢」をテーマに
描いた誕生50周年リミ
テッドエディションや
新作をご紹介いたします。

どこか懐かしい気品漂うアンティークジュエリー
をご紹介いたします。

あす
あす

予告

※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。
※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。

全館午前10時6午後7時営業。
本館8階 レストラン街は午前11時6午後10時

営業とさせていただきます。
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