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※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。　　　　　　　　　　　

1 号金・祝2021 1

SALE お気に入りブランドをお得にゲット！

本館2階
●〈P&A〉アコヤパール3点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110,000円《 5点限り》

●〈東京西川〉羽毛掛布団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《10点限り》
●〈東京西川〉羽毛掛布団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《10点限り》
●〈東京西川〉羽毛掛布団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110,000円《 2点限り》
●〈ムアツ〉羽毛3点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円《 3点限り》

●帯締め、帯揚げよりどり2点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《50点限り》

アクセサリー ●ジュエリーよりどり2点・・・・・・・・・・・・・・・200,000円《40点限り》
●ジュエリーよりどり2点・・・・・・・・・・・・・・・500,000円《30点限り》
●新春パールセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円《10点限り》
●新春特別ジュエリーセット20,210,000円《 1点限り》
●遠近両用メガネレンズ付きセット29,700円《30点限り》

本館7階 宝石&メガネ 本館地下1階 食料品

本館7階 呉服
●「和牛一頭コースお食事券（2名様）」11,000円《20点限り》
本館8階 レストラン街〈山形牛焼肉 牛兵衛 草庵〉

本館7階 寝具

■生鮮・グロッサリー
●〈柿安本店〉松阪牛・黒毛和牛すき焼き食べ比べ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円《100点限り》
●〈柿安本店〉松阪牛すき焼き食べ比べ16,200円《90点限り》
●〈築地 中島水産〉新春初売り鮮魚セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円・10,800円《各30点限り》
■日本の味
●〈柿安本店〉しぐれ煮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《80点限り》
●〈加島屋〉お買得セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《100点限り》
●〈魚久〉特別セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円《300点限り》
●〈京つけもの西利〉漬物セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円《100点限り》
■惣菜
●〈神戸コロッケ〉美味招福セット・・・・・・・・・・・・・・・・・1,519円《180点限り》
●〈神戸コロッケ〉スペシャル美味招福セット2,160円《50点限り》

婦人洋品

婦人靴

ハンドバッグ

アクセサリー

婦人服

2Ｆ
紳士・婦人服

1Ｆ
婦人服
3Ｆ

紳士服・メガネ

紳士洋品・紳士靴・鞄

6Ｆ

リビング
7Ｆ

婦人服 大きなサイズのユアサイズ

婦人服 小さなサイズのパールサイズ

4Ｆ

ベビー・こども服

ゴルフウェア・アウトドア

玩具・雑貨

5Ｆ

婦人服・婦人靴
4Ｆ

3Ｆ

新　館本　館

1/8（金）スタート
1/8（金）スタート

●〈有名ブランド〉紳士洋品・
革小物各種・・・・・・・・・・30%OFFから
●〈有名ブランド〉紳士肌着各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%OFFから
●〈有名ブランド〉紳士靴各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20%OFFから

〈ジェラート ピケ〉〈スナイデル〉
〈フレイ アイディー〉

婦人服
3Ｆ

婦人服・雑貨
2Ｆ

1/8（金）スタート

紳士服・クロスファッション
6Ｆ

紳士・婦人服
7Ｆ

高額アイテムから食料品まで特別価格でご用意！

開催中! 掲載以外のSALE開催中ブランドはHPよりご確認いただけます。

あす１月２日（土）午前9時30分から 1/2土・3日開店時のご入店案内

新館

ソラモ

本館 ご入店口
本館1階
東入口

ご入店口
新館1階
南入口

ご入店口
本館地下1階
北東入口

N
ご入店口
新館地下1階
南東入口

（ギャラリー
モール）

※このほかの入口および遠鉄百貨店
第1駐車場から本館への入口は混雑
が解消し次第ご入店いただけます。

本館／１階 東入口・ 
      地下１階 北東入口、
新館／１階 南入口・  
      地下１階 南東入口
の4カ所に限定させて
いただきます。

大変混雑が予想されますので、
開店時に本館・新館に
ご入店いただける入口を

1月2日（土）は福袋の店頭販売はございません。
※新築住宅福袋は1月2日（土）に店頭にて承ります。
※一部福袋は1月3日（日）から店頭販売もいたします。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

●麦わらストア海賊袋2021・（紅ｰKOUｰ）・（白ｰHAKUｰ）各2,750円《数量限定》
本館5階 特設会場

●お買得セット各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円ほか《数量限定》
新館5階 〈東急ハンズ〉

●選べる5点セット（メンズ）・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《20セット限り》
新館7階 〈スーツセレクト〉

◎入店前の検温にご協力ください。



予告 ３会場で開催！
北の大地や海から選り抜きの美味が到着！

■1月13日（水）619日（火）

※各日午前10時6午後7時、
［本館3階・8階］は最終日午後3時閉場、［本館地下1階］は最終日午後6時閉場

［食料品］ 8階催会場、地下1階 食料品催場、
［工芸品］ 3階 特設会場

■本館

マクドナルド●

●プレス
タワーNPC浜松

千歳町パーキング

「NPC浜松千歳町パーキング200円引券」
プレゼント!

年始の
営業案内

7階 パソコン市民講座

7階 アフラックサービスショップ

7階 ミュゼ

7階 ミシン工房

8階 SBS学苑

9階 浜松市 駅前 市民サービスセンター

9階 浜松市立中央図書館駅前分室

1月4日（月）まで休講

1月3日（日）まで休業

1月3日（日）まで休業

1月1日（金・祝）休業

1月4日（月）まで休苑

1月3日（日）まで休業

1月3日（日）まで休館

お休みのお知らせ新館

午前9時30分 6 午後9時

午前10時 30分6 午後6時 30分
※午後6時受付終了

午前10時 30分6 午後6時 30分
※午後6時受付終了

午前11時 6 午後10時

午前9時30分 6 午後8時 午前9時30分 6 午後9時

午前10時 6 午後7時 午前10時 6 午後7時

午前10時 6 午後9時

午前11時 6 午後10時本館8階 えんてつダイニング

本館2階 星乃珈琲店

新館7階 かじまち眼科

新館7階 美容室ラ・モード・イワイ

アップ・オン H＆M

午前9時 6 午後10時 午前7時 6 午後8時アップ・オン エ・プロント

休業日

営業時間変更のお知らせ 1月1日（金・祝） 1月3日（日）1月2日（土） 年始の遠鉄百貨店駐車場のご案内
1月1日（金・祝） 1月2日（土） 1月3日（日）

24時間営業

24時間営業

休業日
午前8時30分6
午後7時30分
※ご入庫は

午後6時30分まで

午前9時30分6
午後7時30分
※ご入庫は

午後6時30分まで

遠鉄百貨店
第1駐車場

遠鉄百貨店
第2駐車場

遠鉄百貨店
第3駐車場

に駐車されたお客様限定

■配布場所／本館1階 店内案内所

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、

遠鉄百貨店駐車場は大変混み合います。
周辺道路の混雑緩和にご協力ください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※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。

ご入店いただける入口を本館・新館、各2カ所に限定させていただきます。
◎入口の位置は表面の地図をご確認ください。

■3月31日（水）まで

ご入会受付中！
えんてつポイント合計最大

WEBまたは申込書ご郵送でのご入会限定

午前10時か
ら

1月2日（土）は福袋の店頭販売はございません。
（ネットで事前受付をした福袋のお渡しのみとさせていただきます。）

●〈蕪村菴〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《30点限り》
●〈モロゾフ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《30点限り》
●〈ゴンチャロフ〉・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《30点限り》
●〈ゴディバ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《52点限り》
●〈資生堂パーラー〉・・・・・・・・3,000円《30点限り》
●〈春華堂〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《30点限り》
●〈フーシェ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《50点限り》
●〈ワインショップ・エノテカ〉（赤・白・泡計3本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,500円《30点限り》
●〈田子の月〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《200点限り》
●国産洋酒3本セット（700㎖×3本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,800円《48点限り》

●〈ムッシュ ニコル エクストラ〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》

●〈ビタクラフト〉・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈ティファール〉・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《20点限り》
●〈マイヤー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈リバーライト〉・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《10点限り》
●〈木屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《20点限り》
●エプロン3点セット・・・・・・・・・3,300円《20点限り》

太陽光、エネファーム、床暖房
を搭載したハイスペック仕様を
福袋価格でご用意。

太陽光発電、
災害に備え
る「レジリエン
スオプション」、
全館空調を
搭載した安
心・快適住
宅を、新春価
格でご提供！

2,021万円 税抜
1,838万円

A.遠鉄ホーム×遠鉄百貨店 B.住友林業×遠鉄百貨店

※建築請負契約締結期限:2021年1月31日（日）
※建築着工工事有効期限:2021年5月31日（月）
※建築引渡有効期限:2021年9月30日（木）
※施工エリア内の方に限らせていただきます。

 ⒸJUBILO IWATA

4選手のサイン入ボール（1号球）を
はじめ、ジュビログッズを詰め合
わせたオリジナル福袋です。
※サインの選手はご指定いただけません。

■応募期間/1月3日（日）午後5時まで

エンデパ

C.積水ハウス×遠鉄百貨店

※建築請負契約締結期限:2021年2月28日（日）※建築着工工事
有効期限:2021年7月31日（土）※ほかのサービスとは併用できません。
※施工エリア内の方に限らせていただきます。

※建築請負契約締結期限:2021年1月31日（日）※建築着工工事
有効期限:2021年5月10日（月）※建築引渡有効期限:2021年
9月30日（木）※施工エリア内の方に限らせていただきます。
※ほかのキャンペーンとの併用はできません。

日
日3月1

がんばれジュビロ! 
応援福袋 WEB応募

※ご当選されたお客様は1月
8日（金）までにお電話にてご
連絡いたします。※引き換え
は、2月上旬以降、遠鉄百貨
店店頭にて行います。

応募は遠鉄百貨店のHPから!

※一部対応していない機種・アプリがございます。

10,000円
■受付場所/イ・コ・イ スクエア3階 係員によるご説明後、応募受付とさせていただきます。

3棟限り
抽選

2,223万円
8平屋（延床面積:25.54坪）

3棟限り
抽選

3,323万円
税抜3,021万円

4二階建（延床面積:39.57坪）

税抜2,021万円

3棟限り
抽選 100万円分プレゼント！

当日新築計画をお申込みのうえ、ご成約されたお客様に

10
限り

名
様

抽選

新築住宅福袋
店頭にて承り

本館2階

本館3階

本館4階

■婦人雑貨・ハンドバッグ
本館5階

■ベビー・こども服・おもちゃ・雑貨

本館7階
■キッチンテラス

本館地下1階

新館地下1階

新館6階
■紳士服

■タオル・寝具・インテリア

■ギフトサロン

■婦人服・雑貨

■婦人服・雑貨

本館5階
■ゴルフウェア・アウトドア

■アクセサリー

●ハンカチ・雑貨詰め合わせ1,100円《50点限り》
●〈フェイラー〉3点セット11,000円《10点限り》

●〈ジュエリーヨコハマ〉中身の見える福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《 5点限り》
●〈タイム プラス スタイル〉11,000円《15点限り》
●パールアクセサリー・・・ 55,000円《11点限り》

●〈ルルド〉婦人服・・・・・・・・・・11,000円《計10点限り》
●〈Tフロンティア〉・・・・・・・・・11,000円《計6点限り》

●〈マックレガー〉・・・・・・・・・・・・11,000円《計8点限り》
●〈モジュレーション〉・・・・・11,000円《10点限り》
●〈フーガフーガ〉・・・・・・・・・・・33,000円《15点限り》

●〈マンシングウェア〉・・・・11,000円《22点限り》
●〈マーモット〉・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《 6点限り》

●〈ミキハウス〉（男児・女児）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《計19点限り》
●〈ミキハウスダブルB〉（男児・女児）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《計16点限り》
●〈ボーネルンド〉（ベビー）・・・・5,000円《20点限り》

本館6階
■紳士服

●〈アラミス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《 5点限り》
●〈マックレガー〉・・・・・・・・・・・・11,000円《25点限り》
●〈アッシュエル〉・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●イージーメードスーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《30点限り》

本館7階
■和洋食器・特選洋食器

●〈イッタラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《20点限り》
●〈ノリタケ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《16点限り》
●〈ナルミ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《30点限り》
●〈ハリオ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円《20点限り》
●〈リーデル〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》

●〈川島セルコン〉お家一軒まるごとオーダーカーテン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円《 5点限り》
●〈グラフィックステーション〉額装品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈エンハーブ〉華やかハーブセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《10点限り》
●〈ハウス オブ ローゼ〉・・・3,300円《30点限り》
●〈uchino〉タオル・・・・・・・・・・・・2,200円《20点限り》

●〈小山園〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《60点限り》
●〈プログレ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《50点限り》
●〈いしだ茶屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《100点限り》
●〈明治屋ストアー〉・・・・・・・・・1,080円《45点限り》
●〈キャピタルコーヒー〉・・・3,000円《50点限り》
●〈健美幸房鳳凰〉・・・・・・・・・・1,500円《20点限り》
●〈フロ プレステージュ〉・・・1,080円《20点限り》
●〈浜名湖山吹〉・・・・・・・・・・・・・・3,000円《30点限り》

遠鉄百貨店商品券
5棟限り
先着

※付帯工事費・外構工事費を除く

ブライト-S ZEH（33坪）＋レジリエンスオプション＋全館空調

食料品

●浜松カントリークラブ「ゴルフプレー券」
（4名様、平日限定、昼食付）・・・・・・・40,000円《30セット限り》

土
日2月1

のみ！

あす
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