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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。　　　　　　　　　　　

27 号水2021 1

年に一度のショコラの祭典年に一度のショコラの祭典

1/27水62/14日 3会場にて開催！午前10時6午後7時、
最終日は午後6時閉場

※本・新館 地下1階は2月16日（火）まで開催、最終日は午後6時閉場。※混雑時には入場制限をさせていただく場合がございます。

本館

3階
特設会場

〈ロイズ〉スペシャルショップ
北海道の人気ブランド〈ロイズ〉のチョコレートが勢揃いいたします。 

初出品生チョコレート
【ティラミス】（20粒入）820円
《数量限定》3

ポテトチップチョコレート
【オリジナル】
（190g）777円3

新登場や毎年人気のブランドを厳選してご紹介！
個性豊かなアイテムを揃えました。

本館
地下1階
特設会場

新登場

4〈小樽洋菓子舗 ルタオ〉
ロイヤルモンターニュマリアー
ジュ ジャンドゥーヤ（各9個入、
計１８個入）1,728円3

〈ソールズゴーフレット〉
バターゴーフレット ダークショコラ
（4枚入）1,296円3

4〈プレスバターサンド〉
バターサンド〈MAROUチョコ
レート〉4個入&タブレット
（バターサンド〈MAROUチョコレート〉×4、タブレット
チョコレート×1）2,052円3

地元人気店から世界で注目のショコラまで勢揃いしました。本館

8階
催会場

ca ca oが〈MAISON CACAO〉に生まれ変わって登場。
アロマ生チョコレートは、口にいれた瞬間にふわっととろけ
るみずみずしい口どけです。
4〈MAISON CACAO〉アロマ生チョコレート 
・MAISON（マスカット）（１６粒入り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円3
・PASSION（パッションフルーツ）（１６粒入り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円3

愛らしさで人気のアニマルショコラに、今年の干支の
「うし」が仲間入り。6種類を詰め合わせました。
〈ゴンチャロフアニマルショコラ〉
アニマルショコラ D（6個入）2,268円3

なめらかな口どけのガナッシュチョコレートを、サクサクの
チョコレートサブレでサンドしました。
〈カカオティエゴカン〉カカオサンドクラシック
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円3

「京都」から世界へ発信するべく誕生したブランド。日本
の良き素材・技術・季節を閉じ込めたショコラです。
〈ベルアメール 京都別邸〉スティックショコ
ラアソートS（4個入）・・・・・・1,512円3

しっとりした生地とビターで濃厚なガナッシュをいっしょ
に楽しめる、この季節だけのバームクーヘンです。
〈クラブハリエ〉ショコラバーム（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円3

ベーシックなカカオの香りを楽しむガナッシュをはじめ、サプ
ライズや感動のある6粒のコレクションです。
〈ゴディバ〉きらめく想い ハート（6粒入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円3

新登場

新登場

■２月１４日（日）まで

抽選で5０名様に

　　　　　期間中、「アムール・
　　　　　デュ・ショコラ」会場
　　　　　にてえんてつカード
〈ポイント&クレジットカード〉で
お買物いただいたお客様

クレジット決済合計
3,000円（税込）以上のご利用で

ネットエンデパ

マークのついた商品が「ネットで注文・店頭受取」の対象となります。

※お支払いはクレジットカードによる
事前決済のみとさせていただきます。

詳しくは

詳しい注文の手順は
裏面をチェック！

一部商品はご配送も可能です。 マークの付いた商品が対象です。2/10水まで ※ご配送の承りは1月31日（日）午後5時まで
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〈久月〉結（春） 
収納親王飾
（56×36×高さ54㎝）
・・・198,000円

〈紅すゞ め〉福寿
・（1本）・・・・・・・・1,188円・（ハーフサイズ）・・・・・・・756円

■3月22日（月）まで ■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

EVA STORE LIMITED
@ハママツ

遠鉄百貨店特選
ひな人形陳列販売会

■2月23日（火・祝）まで ■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

2月2日（火）は節分 恵方巻
■2月2日（火）まで

■本館地下1階 惣菜売場

・壺焼き芋（100ｇ当たり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194円から
・干し芋（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

〈芋頃〉
■7月末まで ■本館地下1階 特設会場 

2021年1月23日（土）に公開となった「シン・
エヴァンゲリオン劇場版」を記念し、オフィシャ
ルストアが期間限定で登場！ファン必見のアパ
レル、フィギュア、雑貨など厳選された「EVA
NGELION」のアイテムが揃います。

©カラー

こどもの頃おばあ
ちゃんが壺と炭で
焼いてくれたお芋
をもう一度食べた
い！という思いから
出来た農家さんの
お店が登場。人気
の干し芋もござい
ます。

2/10水まで※お受取日の2日前 午後4時までご注文可能です。

※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。※食料品の写真は調理盛り付けの一例です。※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。

プレゼント
税込100,000円以
上お買上げのお客様
に名入れオルゴール
木札をプレゼントいた
します。

フルーツのように色鮮
やかな天然石が、ぬく
もりを感じる柔らかな
ジュエリーへと生まれ
変わります。
リング・・・9,900円から

インココ
■［予告］2月3日（水）614日（日）■特設会場
※最終日は午後5時閉場

フリュイジョリ

アッシュコート

■［予告］2月3日（水）69日（火）
■婦人靴特設会場※最終日は午後5時閉場

乾かす時間ゼロ！簡単セルフネイル！
貼るだけマニキュア「インココ」
は、液体マニキュア成分から
できたネイルシートです。
ラブ ポーション
「グリッター」（8サイズ×2シート
〈合計指16本分〉・・・・1,100円
・専用リムーバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,320円

■2月2日（火）まで ■婦人雑貨特設会場
※最終日は午後5時閉場

神戸発アクセサリーブランド。国内外のオリジナル
パーツを組み合わせ、KOBE「ファッションと文化
の融合」の要素を取り入れたタックピンです。
①ピンブローチ（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,840円
②ショルダー付トートバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・9,900円
③タッセルバッグチャームRED・・・・・・・・・・7,700円

宝石箱を広げたようなボタン・ビーズ・リボンなどを
豊富に取り揃えました。自分だけのオリジナルアク
セサリーも作成できます。
①マットゴールドリーフピアス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,006円
②ぷっくりハートさくらんぼピアス・・・・・・・・・・・・4,356円

■2月2日（火）まで ■婦人雑貨特設会場
※最終日は午後5時閉場

①

ラ・タグア
■1月27日（水）62月4日（木） ■スペース2
※最終日は午後5時閉場

pono-nagoya

②

③

【ネット予約限定ショコラ】

マークのついた商品が「ネットで注文・店頭受取」の対象となります。

ご注文から
受取りまでの流れ

ネットショッピング
にて商品を選択

※商品は本館８階 催会場でのお渡しとなります。

お渡し日に
注文番号の下５桁を
窓口担当者へ伝える

商品のお渡し 
複数のお店の商品を
まとめてお受取り！

至高の美味しさをじっくりと選んで、密やかにクリック！

※お支払いはクレジットカードでの
事前決済のみとさせていただきます。

ネットでご予約受付中！
1/30土午後4時まで
ネットエンデパ

ネットショッピングで販売中！
ネットエンデパ

※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。
※店頭での販売ははございません。

新登場

SAN VALENTINO 2021（4個入）4,801円3

ドームアソート（9個入）7,452円《10点限り》3
※1月27日（水）午前10時からの販売となります。

ブルガリ  イル・チョコラート

パトリック・ロジェ

ネットエンデパ

①
②

象牙の風合いを持つ種子「象牙椰子」を
使用。熟練の職人が丁寧に作っています。
チョーカーエレガントネックレス（各色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,400円

2/5 金のお渡し 2/6 土のお渡し 2/7 日のお渡し

〈パティスリー レザネフォール〉
スフレ オ ショコラ（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円《340本限り》
※店頭販売は2月5日（金）20本限り

〈レストラン カツヌマ〉
エクレア詰合せ（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円
《350セット限り》※お一人様1セット限り
※店頭販売は2月9日（火）30セット限り

〈アンリ・シャルパンティエ〉
Wチーズケーキ（1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円《330台限り》
※店頭販売は2月10日（水）20台限り

〈シーキューブ〉チョコレートのバレ
ンタインティラミスL（1台）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円《330個限り》
※店頭販売は2月11日（木）20個限り

2/8 月のお渡し

2/11木のお渡し

〈トップス〉
チョコレートケーキ（1台）
・・・・・・・・1,890円《3各日250台限り》
※店頭販売は2月12日（金）614日（日）
各日100台限り

2/12金614日のお渡し2/9 火のお渡し 2/10 水のお渡し

〈オーボンヴュータン〉
ショコラ詰合せ（10個入）
・・・・・・・・・・3,089円《350セット限り》
※店頭販売は2月6日（土）30セット限り

〈トシ ヨロイヅカ〉
ガトー・エクアドル（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,713円《330本限り》
※店頭販売は2月7日（日）20本限り

〈アンジェリーナ〉
モンブラン デミ（2個入）
・・・・・・・・・・・1,188円《350セット限り》
※店頭販売は2月8日（月）30セット限り
※お一人様1セット限り

※写真はイメージです。

早めにネットでご注文を！
1月27日（水）午前10時から受付スタート！数量限定
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