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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。　　　　　　　　　　　

現代に受け継がれる職人技を
全国から、実演を交えご紹介。

菓匠三全［宮城県］
萩の月（簡易箱入・5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・831円《数量限定》

鎌倉豊島屋［神奈川県］
鳩サブレー（1箱・9枚入）
・・・・・・・・・・・・・1,080円《数量限定》

本館8階 催会場 ※各日午前１０時6午後6時、最終日は午後5時閉場
■6月9日（水）614日（月）

木目込み人形［東京都］
おぼこ立太子（48×30×高さ38㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・264,000円《現品限り》
■出展者／小島孝司

葛布［静岡県］
4・床掛（葛、40×115㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・14,300円
・色紙（24×27㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,950円
■出展者／川出千通

保多織［香川県］
6①保多織プルオーバー
（綿100％、フリーサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,200円
②保多織パッチワーク
スカート
（綿100％、フリーサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・27,500円
■出展者／岩部卓雄

～日常に和の趣～をテーマとして色彩を
美しく魅せるファッションアイテムをひとつ
ひとつ手作りしています。
江戸友禅［東京都］
6①江戸ぼかし染紗織ショール
（絹100％、約35×170㎝）・・・14,300円
②江戸友禅染ブラウス蔦柄
（綿100％、フリーサイズ）29,700円
■出展者／内山雅彦

京象嵌［京都府］
バラ透かしペンダントブローチ
（金・銀・鉄・漆、5×4㎝）49,500円
《3点限り》■出展者／中嶋龍司

紀州墨［和歌山県］
6彩煙墨
虹色セット
（8色の墨／
白・赤・オレンジ
・黄・緑・青・
紫・茶）
17,600円
■出展者
／堀池雅夫

②

②

①
①

本館８階「中央ひろば」にて特別販売

佐近［京都府］京の味比べ（1折）・・・・・・・・・・1,296円

京都で人気の味。鯖寿司、穴子寿司、いなり
寿司を一度に楽しむことができます。

桑水流畜産［宮崎県］
黒豚みそ漬（1パック、130g）756円

■6月9日（水）615日（火）本館地下1階 イベントスペース〈おいしさGarden〉 ※各日午前１０時6午後７時、最終日は午後6時閉場

銀座木村屋
總本店
［東京都］

酒種あんぱん
五色（桜・小倉・
けし・うぐいす・白、1袋）
・・・・・・・・・・・・850円

イノダコーヒ［京都府］

抹茶風味のカスタード
　クリームと五色豆を
　サンドしました。

各地の老舗・名店から、選りすぐりの美味をお届けいたします。

4五色豆と抹茶の
サンドパイ（1個）530円

アンジェリーナ［東京都］
6モンブランデミサイズ
（2個入）・・・・・・・・1,188円
《数量限定》

唐棧織［新潟県］
更紗袋帯（絹100％、31×450㎝）
・・・・・・・・143,000円《現品限り》
■出展者／中澤典喜

馬革工芸［福島県］
ハンドバッグ（16×31×高さ20㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,900円
■出展者／白井 優

日本を代表する革工芸品。鹿革に
色漆で模様をのせる漆付け技法や
更紗技法で作り上げました。
甲州印傳［山梨県］
なごみ 束入れ
（鹿革漆、9×19×厚さ2.2㎝）19,250円
■出展者／小澤敏男

珊瑚細工［高知県］
珊瑚ブローチ 赤玉6個付（赤玉珊瑚約7～
8㎜、14金ホワイトゴールド、ダイヤモンド計0.04カラット、
約2.5×4㎝）・・・・・・・231,000円《現品限り》
■出展者／貝崎尊彦

珊瑚漁業の発祥の地、高知県は世界
屈指の加工技術を誇ります。

弓はま絣［鳥取県］
特選手織弓はま絣 小座布団
（綿100％、中綿入り、45×45㎝）
16,500円■出展者／後藤和文

●工芸品は「店頭販売」のみとなります。

京念珠［京都府］ 
4星月菩提樹百八元形念珠
 五色玉入 五色房仕立
（中国原産、菩提樹木、23.5㎝）
・・・・・・・・・・・・55,000円《5点限り》
■出展者／片岡 正

一つ一つ丁寧にオーダー
メイドで製作。若者の要望
に応え、お守り用のブレス
レットタイプも手がけています。

マークの付いている商品はネットで事前注文・店頭受取も可能です。【注文商品は、本館地下1階でまとめてお渡し】 マークの付いている商品は
店頭販売しております。●ご注文・詳細は ネットエンデパ ※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。※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。

佐藤養助［秋田県］
稲庭干温飩 切落し（1袋）1,080円

エンデパ◉掲載品以外の出店情報はホームページをチェック！

・伊勢丸水産［宮城県］さしみ昆布 ・エプバンタイユ［大阪府］ビーフカツサンド
・庵月［大阪府］花豆羊羹 ・村上重本店［京都府］【樽出し】しば漬
・くらま辻井［京都府］うなぎ・かき・あさり豪華三色弁当
・味工房志野［京都府］ドレッシング ・上海餃子［兵庫県］水餃子

【その他の出展】



※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。

こころ咲う、おいしいねの瞬間を。
わら

６月１６日（水）
リニューアルオープン! 本館８階 「夏のギフトセンター」開設

6月16日（水）67月19日（月）
予告

※お持ち帰りは、7月11日（日）まで

ご注文はネットショッピングで
■7月19日（月）まで ネットエンデパ※商品の発送は6月18日（金）以降となります。

先行承り中浜名湖名産「うなぎパイ」をはじめ、うなぎパイと同じ北海
道産バターを使用した「バター3℃」など、新商品も多数
取り揃えてご紹介いたします。

新館地下1階

　　　　　ベルクロストラップサンダル
（22.0～24.0㎝、デニム、シルバー）・・・・・・・・各13,200円

〈ヒルズアヴェニュー〉期間
限定

ショ
ップ

■6月9日（水）615日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

夏のパターンオーダー
■6月9日（水）620日（日）

■新館7階 〈洋服のお直し ミシン工房〉
■6月9日（水）622日（火）

■本館4階 婦人フォーマルサロン

リモートパックスーツ
■6月9日（水）620日（日）
■新館7階 〈スーツセレクト〉

期間
限定

ショ
ップ

 のどごし一番本生水羊羹（3個入）・・・・1,177円

滋賀県近江八幡の老舗和菓子舗〈たねや〉。
独自の「本生製法」で、小豆本来の旨味を
追求した水羊羹です。

〈シチズンFTS〉フェア 期間
限定

ショ
ップ

クルミッ子（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・723円

〈鎌倉紅谷〉を代表する“クルミッ子”。ぎっしり
詰まった歯ごたえのよいクルミと自家製キャラ
メルをバター生地ではさみ、焼き上げました。

〈鎌倉紅谷〉
■6月9日（水）615日（火）
■新館地下1階 プラザB-1

※最終日は午後6時30分閉場

〈たねや〉ショップ

時代に流されない
美意識とモダンな感
性を兼ね備えた大
人の女性のための
ブラックフォーマルを
ご紹介いたします。

夏に向けて、お持ちの
着物を新しく洋服とし
てよみがえらせてみま
せんか。思い出の詰ま
った着物を普段使いの
チュニックやジャケット、
ワンピースに。

テレワーク、オフィス
だけでなく、普段着
としても着用できる
オールインワンコー
ディネート。洗濯機
で洗濯可能です。

FTS（ファイン・チューニング・サービス）は、ケースや文
字板、針、リング、バンドといったパーツを自
由に組み合わせて自分だけのモデルにカス
タマイズできるサービスです。シチズンアテッ
サの人気モデルをベースに、40の部品から
4万通りのスタイルを実現できます。

■ 予 告 6月16日（水）68月17日（火）
■新館地下1階 プラザB-1

※最終日は午後6時30分閉場

〈ランバン ノワール〉
ワンピース（7～15号）
・・・・・・・・・・・・・・・93,500円
プレゼント プレゼントプレゼント

リモートパックスーツ
（S～LL、ジャケット・パンツ・
Tシャツ・専用ウォッシャブル
ネット付）・・・・16,500円

紳士腕時計（ソーラー電波）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121,000円～165,000円
※パーツの組合せにより価格が異なります。

この夏活躍するレディライクなサンダルをご
紹介します。フィット感を調整でき、着脱し
やすいのがポイントです。

期間中、対象商品をお買上
げのお客様先着20名様にプ
レゼントを差しあげます。

期間中、対象商品をご購入
のお客様に「オリジナルマス
ク」を差しあげます。

期間中、パターンオーダーをご利用
のお客様に「オリジナル和柄マスク
ケースor袱紗」を差しあげます。

●洋服のお直し
・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円から
※内容・素材によって価格が変わります。
お気軽にご相談ください。

国産ブランドウォッチ ポイント5倍フェア
■6月12日（土）620（日）
期間中、本館7階 時計売場にて
対象の国産ブランド製品をお買上げで

父の日特設サイトもチェック！▶
このほかにもおすすめギフトをご紹介

エンデパ詳しくは
※一部対応していない機種・アプリがございます。

6/15火
までネットで
事前注文
受付中！ 

厳選された旬の素材の数 を々、こまやかな感性で
趣向をこらし彩り豊かに盛り込みました。
4〈繁松〉9品盛合せ（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,300円
《6月19日（土）・20日（日）の2日間限り、各日20点限り》

〈鳥徳〉親子丼（1折）900円
《6月19日（土）・20日（日）の
2日間限り、各日20点限り》

大正二年創業、百年の歴史を伝える焼き鳥・
鳥料理を中心とした名店の味です。

①〈初亀醸造／藤枝市〉
大吟醸 愛（720㎖）・・・・・・・・・・・・・3,850円
②〈花の舞酒造／浜北区〉
【遠鉄百貨店限定】遠州の吟 
純米大吟醸（720㎖）・・・・・・・・・・5,500円
③〈光武酒造場／佐賀県〉芋焼酎 
魔界への誘い「お父さんありがとう」
（徳利、720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,575円

①

② ③

７０年以上の伝統を守り続ける、鳥すき焼きの名店。鳥料理
を中心に15の味を詰め合わせました。
〈鳥浜〉鳥料理 詰合せ15種（1折）
1,900円《6月19日（土）・20日（日）の
2日間限り、各日20点限り》

昭和２１年の開店以来、日本食の
原点回帰を目指し、地産地消を
掲げています。
6〈割烹 みその〉オードブル（1折）
3,240円《6月19日（土）・20日（日）の
2日間限り、各日30点限り》

〈千歳 きくいち〉奏（かなで）（1折）4,320円
《6月19日（土）・20日（日）の2日間限り、
各日20点限り》

寿司屋こだわりの季節を感じる一品
料理と旬の握りを父の日のお祝いに。

和牛をお店で
ミンチにするこだわり

の手作りハンバーグです。
〈ハンバーグの森 Green Green〉黒毛和牛ハン
バーグと桜島鶏の洋食BOX（1折）・・・・・・・・2,160円
《6月19日（土）・20日（日）の2日間限り、各日10点限り》

【お弁当・オードブルの受取日】6月19日（土）・20日（日）の2日間限り※店頭での販売は6月19日（土）・20日（日）の午前11時以降となります。

■6月29日（火）まで ■本館7階 時計

プレゼント 期間中、対象商品をお買上げのお客様、先着5名様
にプレゼントを差しあげます。

特別提供品

〈ランバン ノワール〉サマーコレクション

■本館地下1階 ごち惣スクエア

■新館地下1階 和洋酒
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