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〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2

3

水

号

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。

人気の美味しさ選り抜いて、
日本全国各地の自慢の味を競う２週間！

2週
開催
【第1弾】3月3日
【第2弾】3月10日
（水）
69日
（火）
（水）
615日
（月）

本館地下1階

※各日午前１０時6午後７時、
３月９日
（火）
・１５日
（月）
は
午後6時閉場とさせていただきます。

イベントスペース
〈おいしさGarden〉

※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。

マークのついている商品はネットショッピングで事前注文が可能です。 ●ご注文・詳細は ネットエンデパ

1弾

第

※配送はございません。
ネットからの事前のご注文で、店頭でのお受取りが可能です。

①

3/3
（水）
69
（火）

2週間
開催

ザ・メープルマニア［東京都千代田区］

メープルをたっぷり使用したクッキー・フィナンシェなどをご用意しま
した。
リッチな美味しさをお楽しみください。
・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

ガトーフェスタ ハラダ［群馬県高崎市］

サクサクとした食感と芳醇なバターの
香りが至福の時間をお届けします。
①グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円
（簡易大袋、
10枚入）
②グーテ・デ・ロワ プレミアム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円
（簡易箱、5枚入）

2週間 BABBI
開 催 ［東京都中央区］

②

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。
牛たん弁当（1折）・・・・・・・・・1,404円

崎 陽 軒［神奈川県横浜市］

イタリアから来た、
ウエハースとスイーツ
の専門店。人気の味
を詰め合わせ
ました。

粗挽きにしたオホーツク産干帆立
貝柱と豚肉の旨みが詰まった、濃
厚でジューシーなシウマイです。
6特製シウマイ（12個入）・・・1,420円

8セレブレーションボックス（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

御門屋

初出店

［東京都目黒区］

2週間
開催

北海道産の希少小豆
でこし餡を作り、独自の
製法で揚げたおまん
じゅうです。

岩崎本舗［長崎県長崎市］

6揚げまんじゅう
・・・・・・・・・・・・・777円
・
（6個入）
・・・・・・・・・1,274円
・
（9個入）

2週間
開催

2週間
開催

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、
各1個、
5個入）

850円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

世界の山ちゃん［愛知県名古屋市］

ふわっとした生地に時間をかけ煮込んだ豚肉
を挟み込んだ角煮まんじゅうです。
長崎角煮まんじゅう（5個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

村上重本店［京都府京都市］

中村食品［大阪府大阪市］

イカの姿焼き（100ｇ当り）
しば漬（樽出し、195ｇ当り）
・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円

2週間
開催

2週間
開催

うえだ屋［大阪府茨木市］

世界の山ちゃんの幻の手羽先は創業当
時の味を守りピリ辛に仕上げております。
4幻の手羽先（5本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 551円

2週間
開催
焼きもん道場

森 久［大阪府羽曳野市］ ピッコロッソ［兵庫県神戸市］

大阪名物牛すじこんにゃく炊き 国産牛とろホルモン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円
（100g当り）
（180g）

6神戸ピザよりどり3枚

（径約21㎝）
・・・・・・・2,998円から

３月１０日
（水）
からの
【第２弾】
の情報は裏面に掲載！お見逃しなく！▶▶▶

2

第

2週目からも美味多彩！おうちで毎日楽しんで！

弾 全国

3/10
（水）
615
（月）

■ 3月10日
（水）
615日
（月）

えんてつのホワイトデー

■ 本館地下1階

新館 地下1階

イベントスペース

※ネットでの事前注文については

〈おいしさGarden〉

ネットエンデパ

※各日午前10時6午後7時、3月15日
（月）
は午後6時閉場

※ネットでの事前注文については ネットエンデパ

新世界グリル梵［大阪府北区］

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
るほんまもんの洋食をご堪能ください。
4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

初出店
法多山名物

弁才天［愛知県名古屋市］

リッチな味わいのクリー
ムを香ばしいパイでサンド、3種のチョ
コレートで包みました。
〈ベルン〉
ミルフィーユ（10個入）1,080円
■全国銘菓 ■ 3月3日
（水）
からの販売

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
その 他 の 出 店

愛知県発祥の
〈覚王山フルーツ大福 弁才天〉
。
フルーツ本来
の味を引き立てる白餡と求肥の黄金比にこだわり、季節のフ
ルーツを上品な求肥で手包みしました。
・フルーツ大福セット（あまおう・せとかセット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,400円
・フルーツ大福セット（紅ほっぺ・メロン・みかん・りんごセット）・・・・・・・・・ 2,500円

創業以来の伝統を守り、
カリッと香
ばしく焼き上げたクッキーです。
〈泉屋〉
ホワイトデークッキーズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
（200g）
■プラザB１■ 3月3日
（水）
616日
（火）

鈴廣かまぼこ［神奈川県小田原市］

あげかま竹皮包

西原商店［大阪府大阪市］キンパ
いかやき やまげん［大阪府大阪市］
大阪名物！玉子入りいかやき

本館8 階 催会場のご案内 ■ 3月3日（水）610日（水）※各日午前10時6午後6時、
最終日は午後5時閉場

無添加主義Ⓡ化粧品

〈HABA〉
オープン!
■ 本館1階 化粧品〈ハーバー〉

美味しいご飯が炊ける羽釜の原理
を再現した、無水鍋®のオリジナル
モデル。1台八役をこなし、幅広い用
途にお使いいただけます。
【広島】HALムスイ KING無水鍋®24
料理本付（アルミニウム合金、内径24×最大長さ
・・・・・・・・・・・・・・・20,680円
31.6×最大高さ14.3㎝）

新登場

高品位「スクワラン」
スターターセット

（高品位「スクワラン」
〈化粧オイル、15㎖〉、薬用ホワ
イトレディ
〈美容液、医薬部外品、8㎖〉、Gローション
〈化粧水、2包〉、
スクワクレンジング1包、
スクワフェイ
シャルフォーム1包、
オリジナルスライダーポーチ付）

厚さわずか3.0㎜、重さ50gの薄くて軽い財布。
カラーバリエーションも豊富です。
【兵庫】VIFJ（ヴィフジェイ）
あつさ3.0㎜の
サイフ各種（牛革、全25色、約17.5×8.2×マチ0.3㎝）
・・・・・・・・・・・・各11,000円
《各色10点限り》

1,540円《お一人様1セット限り》

・・・・・・・・・・・

ご来店プレゼント
■ 3月14日
（日）
まで

〈ハーバー〉
にご来店いた
だきましたお客様、先着
500名様に
「スクワラン
美容サンプルセット」
を
プレゼント!
《お一人様1セット限り》

インソール入りで疲れにくく、
ナチュラルで
合わせやすいデザインです。

カバン修理相談会

■3月4日
（木）
68日
（月）

■本館2階

スペース2

期
シ 間
ョ 限
ッ 定
プ

期
シ 間
ョ 限
ッ 定
プ

6【兵庫】ベル TENNIS（テニス）
コンフォート
スニーカー（人工皮革、21.0〜25.5㎝）・・・・・・・・各13,200円

（色修正・リメイク・オーダー）

〈ラフィア〉

3月10日
（水）
616日
（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場
■予告

※最終日は午後5時閉場

（※高級カバンは2〜5倍の価格となります。）

●リメイク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143,000円から
※ご予約は、TEL.053（457）
5260［直通］
まで

本館７階 メガネ売場リニューアルオープン!
■本館7階 メガネ・補聴器

メガネ売場を拡張し、今注目のブランドを
数多く新規導入いたしました。
よりトレンド
を意識したスタイルで、
ファッションアイテム
として身に着ける楽しさを感じるアイテム
をご紹介いたします。
ぜひ、
お気軽にお立ち寄りください。

ご予約
優先

クロコダイル・オストリッチ等の天然素材や各ブ
ランド品など、
カバン修理のご相談を承ります。
●カバン色修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円から
●内装交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,500円から

社名であるHealth Aid Beauty
Aid「美と健康を助ける」
を実現す
るため、無添加主義 を貫いてき
た〈HABA（ハーバー）〉。肌本来
の力を引き出すアイテムを取り揃え
てご紹介いたします。

神戸発『ラフィア』
の空気のような着け心地
のエアイヤリング。天然石をふんだんに使
用したシリーズが新登場です。
イヤリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,380円

「2022 遠鉄のランドセル」特設サイト開設中！
ランドセルの詳しい情報・ご購入はこちらから▶▶▶▶▶

〈ATTRACT（アトラクト）〉
男女兼用メガネフレーム・・・・・・・・40,700円

「２０２２ 遠鉄のランドセル」
カタログ郵送のご予約は、
WEBにて受付しております。

※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。※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。

