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〒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。　　　　　　　　　　　

浜松・千歳名店の味

デパ地下グルメで
プレミアムなゴールデンウィーク

※各日午前１０時6午後７時、
最終日は午後6時閉場

※お電話での取置・ご注文は承っておりませんのでご了承ください。

4〈菊一〉
①菊水・・・・・・・・864円
②小菊・・・・・・・・820円
③黄菊・・・・・・・・864円
　 ■本館地下1階
 　　ごち惣スクエア

6〈古市庵〉
香楽寿司 煌
～きらめき～

（30貫、約5～6人前）5,400円
■本館地下1階 惣菜

本館地下1階 　　〈おいしさGarden〉イベント
スペース

人気の〈トップス〉ケーキショップが
期間限定で浜松初出店！

4チョコレートケーキ
（1台）・・・・・・・・・・・1,890円
●チーズケーキミニ
（1台）・・・・・・・・・・・1,188円

創業以来原材料に
こだわり、今も昔なが
らの製法で作られて
います。

〈ブラックサンダー〉

全国の美味いもの大集合！

★ご当地サンダー特別販売

★ブラックサンダー詰め放題！

対象エリア／遠鉄百貨店より半径約3㎞圏内

■本館地下1階 ごち惣スクエア
■4月29日（木・祝）65月3日（月・祝）、
　5月9日（日）のみの販売

■本館地下1階 
特設会場
■4月28日（水）
65月5日（水・祝）

ご当地ブラックサンダー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円から

※写真はイメージです。

●【1回】1,000円完全予約制
※ご予約は遠鉄百貨店ホームページまで

〈赤福〉
6赤福餅（12個入）1,100円
《各日300個限り》

〈レモンショップ〉
生レモンケーキ
（3個入）1,296円

【ネットショッピング限定企画】

お買得アイテムが盛りだくさん！

ご注文・詳細は ネットエンデパ

美味しいものが目白押し！★日替りスウィーツ
★お楽しみ袋

〈柿安本店〉特別お楽しみ袋

〈繁松〉ばらちらし（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

6〈繁松〉季節の彩りオードブル（約2人前）3,780円
●〈割烹みその〉三ケ日牛のステーキ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
●〈鳥徳〉たれ焼き親子丼（1折）・・・・1,000円

期間限定出店 〈８８餃子〉

4月28日（水）65月2日（日）

4月28日（水）65月6日（木）

5月3日（月・祝）65日（水・祝）

①

③

②

※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。

対象エリア・商品についての詳細はこちらWEB予約限定
ネットエンデパ

〈ロースト
ビーフの店 
鎌倉山〉
6ミスジ
ローストビーフ丼
（1個）1,296円

〈大徳寺
さいき家〉
4穴子だし巻
弁当（1折）
1,620円

■新館地下1階 和洋酒

GWは 豪華に家呑み
①

②

①新生 獺祭 純米大吟醸 
磨き二割三分（720㎖）・・・6,600円
②クラレンドル・ルージュ サンテ
ミリオン（フランス・ボルドー産、750㎖、赤）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円

4〈柿安本店〉国内産黒毛
和牛ステーキ・すき焼きお楽
しみ袋（サーロインステーキ１５０ｇ×２枚、
肩ロースすき焼き用４００ｇ、柿安の小間切れ
３００ｇ、ステーキソース、割り下、保冷バッグ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円円
《4月29日（木・祝）69日（日）までの販売》
■本館地下1階 柿安本店

4〈築地 中島水産〉手巻き寿司セット（約2～3人前）1,980円
●特上手巻き寿司種セット（本マグロ大トロ・中トロ・赤身、うに、いくら入り、
4～5人前）・・・・・8,000円《5月3日（月・祝）65日（水・祝）のみの販売》
■本館地下1階 生鮮

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。

●〈奥芝商店〉カレーパン

88ぱちぱち餃子
（冷凍・20個入）880円
●焼餃子（5個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円

6〈柿安本店〉バーベキューセット（約3人前、
セット内容／国内産黒毛和牛〈友三角、ミスジ、モモ各150ｇ〉
鹿児島県産鹿児島XX豚〈ロース、バラ、肩ロース各150ｇ〉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円



※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。

1979年の連載開始から幅広い
世代に人気のキン肉マン。期間
限定でアパレルアイテムを中心と
した商品をご紹介。遠鉄百貨店
初登場です。

〈Insect Garden〉
KODOMO Encyclopedie 
フーディ（S、M、L）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,400円

■5月5日（水・祝）まで
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

■5月6日（木）まで
■本館5階 特設会場

■5月5日（水・祝）まで ■本館8階 催会場
※最終日は午後5時閉場

■5月5日（水・祝）まで
■本館8階 中央ひろば
※最終日は午後5時閉場

普段オフィシャルショップでしか
買えない限定品や映画公開記念
グッズなどが盛りだくさん!

香川照之プロデュース 昆虫と学びのコミュニティ

100%再生ペットボトル
を使用。着心地がよく
オールシーズン活躍し
てくれそうな一着です。

　　　　　　 期間中、商品をお買上げのお客
様に1会計につき1枚、ステッカーをさしあげます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

※最終日は
午後4時閉場

税込15,000円以上お買上げのお客様に、ミニサイズ
のカマキリサインジュートトートバッグをさしあげます。プレゼント

プレゼント

※対象商品／Insect Collection、Insect Garden、INSECT LANDの商品全て

■5月5日（水・祝）まで
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

人気ブランドの
こだわりのランド
セルも多数取り
揃えております。■5月5日（水・祝）まで■本館8階 催会場

ランドセルが一堂に！メーカー合同による
県下最大級のランドセルイベントを開催中！

ランドセルの専門的な知識を極めた「百貨店ラ
ンドセルアドバイザー」がフィッティングからセ
レクトまでをお手伝いいたします！

ポイント❶ 色々なメーカーのランドセルが背負い比べできる！

ポイント❷ ランドセル専門スタッフが丁寧に対応！

ポイント❸ 1番のお気に入りをみつけたら即日注文OK！

WEBで事前来店予約受付中！

※土・日曜日、祝日は会場が大変混み合います。ご予約のお客様を優先して
ご案内させていただきます。※一部対応していない機種・アプリがございます。

ご来店予約はこちらから！

新登場
新登場

㊧〈アンダーアーマー〉
UA1288
・・・・・・・・・・・・・96,800円
㊨〈ポール & ジョー〉
PJR-21001
・・・・・・・・・・・・・79,200円シルバー×ブラック背当て：ブラック×シルバー

ライトパープル
背当て：ピンク

ご当地「鬼滅の刃」シリーズ
①ケーブルステージ（約50×30㎜）・・・・・・・・・・・・・825円から
②メタルキーホルダー（約40×30㎜）・・・・・・・・・・440円から
③スタンドミニフレーム（約80×62㎜）・・・・・・・・825円から
④額縁マグネット（約60×50㎜）・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円から

4〈紅すゞ め〉
母の日お祝い膳（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
《5月8日（土）・9日（日）
限りの販売》
■本館地下1階 惣菜
2〈若狭塗〉①縁 
21.5㎝箸1,320円
②竹天削 22.5㎝箸
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円
■本館7階 和洋食器

6〈フロ プレステージュ〉母の日ギフト
ボックスケーキ（径12㎝）・・・・2,149円
《5月8日（土）・9日（日）限りの販売》
■本館地下1階 惣菜
2〈サン・ラファエル〉母の日ロール
（１本、１５㎝）・・・・・・・・2,376円《30本限り》
■新館地下1階 和洋菓子

6〈ハウス オブ ローゼ〉ジュビリー
ローズ アニバーサリーセット
（ハンドソープ150㎖、ハンドクリーム50g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
■本館7階 ハウス オブ ローゼ

〈LOLO〉①茶筒1,980円 ②湯呑・・・・・・・・・・660円
③結急須浅葱・・・4,180円 ■本館7階 和洋食器
〈いしだ茶屋〉ありがとう新茶（深山、100g）＋風呂敷
セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,180円 ■本館地下1階 銘茶

■5月7日（金）69日（日）
■本館1階 西口特設会場

【4月22日木発売】〈サボン〉
ピュリファイキット ブリスフル・グリーン

（フェイスポリッシャー ピュリファイング200㎖、
シャワーオイル ブリスフル・
グリーン100㎖、ボディスクラブ 
ブリスフル・グリーン60ｇ、

ギフトボックス付）
・・・・・・・・・・・・・・7,150円
■新館1階 化粧品

4ロングハンカチ&
ソラフラワーセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,840円
《5月9日（日）までの販売》
■本館2階 婦人洋品

■5月9日（日）まで ■全館で開催

今年の母の日はプラス1ギフトで、あなたらしくこだわりの詰まった贈り物をしませんか。

握り鮨をはじめ海山の幸を詰め合わせた豪華な
お弁当に、華やかな柄のお箸を組み合わせて。

苺のクリームでリボンをかけた
ような可愛らしいケーキには、
優雅な香りのハンドケアセット
を合わせて。

春らしい色合いの
茶器に、新茶を合
わせて癒やしの時
間をプレゼント。

〈バーミキュラ〉フライパン
（ハンドル：オーク、ウォールナット）
・（26㎝）・・・・・・・・・・・・16,830円
・（24㎝、深型）・・・・・16,280円
■本館7階 キッチンテラス

　　　　  は「ネットで事前注文・店頭受取」の
対象商品となります。※詳しくは特設サイトをご確認ください。

母の日特設サイトはこちらから▶
このほかにもおすすめギフトをご紹介！

※一部対応していない機種・アプリがございます。

①

①

②

②

③

全国ご当地の建物、食べ物、名産
物とコラボしたレアでポップなキー
ホルダーほか、ご当地「鬼滅の刃」
シリーズが期間限定で大集合！

①

②

③

④

6〈フラワースタジオ〉
生花ボックスフラワー各種・・・・・・・・・・・・・3,300円・5,500円

※最終日は午後5時閉場

※写真は5,500円の一例です。
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