
〒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。　　　　　　　　　　　
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スイーツきたがわ
［札幌市中央区］
4①名無しの贅沢プリン（1個）486円
②こだわり卵のプリン（1個）・・・・・・486円
③ショコラプリン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・540円

※各日午前１０時6午後７時、最終日は午後6時閉場 ※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

■7月21日（水）627日（火）
■本館地下1階 イベントスペース
　〈おいしさGarden〉

このマークがついている商品は
ネットで事前注文・店頭受取が可能です。
注文した商品は本館地下1階でまとめてお渡し！
ご注文受付は受け取り日の前日午後4時までOK！

おたる拓洋［小樽市花園］ほたて
チーズ焼（1枚）796円《各日８０枚限り》

竹田食品［函館市浅野町］
いかわさび（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

テイネフーズ［札幌市手稲区］
まるごと貝柱（140ｇ）・・・・・・・・・・・・・2,592円

肴や一蓮 蔵［札幌市中央区］
かにしゅうまい（6個入）・・・・・・・・・・・1,080円

ダット［札幌市手稲区］
ざんぎ（100ｇあたり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

シーフードファクトリー
北海道［札幌市中央区］
北海道産4種チーズのバジルソース
ピザ（冷凍、220ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,580円

スイートオーケストラ
［札幌市白石区］6フロマージュデュオ（1個）421円

大澤水産［北見市東相内町］
6真ほっけ開き（1尾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

椎野商店［北見市北一条］
紅鮭（4切）・・・・・・・・・・・・1,080円

どるちぇ ど さんちょ
［札幌市中央区］
①オレンジのレアチーズケーキ（1カット）432円
②オレンジパッションのタルト（1個）・・・・・・・324円

じゃがいもHOUSE
［札幌市中央区］

6北海道産モッツァレラの
トマトクリームコロッケ（1個）
496円《各日100個限り》

カントリー
ホーム風景
［河東郡鹿追町］
ヨーグルトシェイク各種（1個）各486円

兆［札幌市中央区］新兆弁当（1折）・・・・1,998円

やきにくれすとらん
沙蘭［函館市本町］
道産牛赤身肉盛り
ステーキ弁当（1折）
2,268円《各日50折限り》

①

①

②

③

②

実 演

実 演

HPもチェック！

■８月９日（月・振休）まで
■本館５階 特設会場※最終日は午後4時閉場
「北海道でジンギスカンを食べた方々に、思い出とと
もに笑いを持ち帰ってほしい。」という願いから誕生し
たジンギスカンのジンくん。静岡限定グッズの販売も！
是非ご来場ください！

北海道から北（きた）の２０２１in 静岡

【本館５階】期間限定ショップ

※ネットショッピングでは①と②のセット販売となります。



※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。

リング各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円から
※オーダー商品のお渡しは約2ヶ月後となります。

フルーツのように色鮮やかな天然石の中
からお好きなものを選んで、ぬくもりを感じ
る柔らかなジュエリーに。 人気ブランドを多数取り扱う〈TSI〉グルー

プから、上記６ブランドの特別セールを開
催いたします。

〈エアウィーヴ〉
マットレスフィット測定会

■7月17日（土）626日（月）
■本館5階 〈ミキハウス〉

■7月21日（水）631日（土）
■本館7階 〈エアウィーヴ〉

婦人服セール期間
限定

ショ
ップ

■7月21日（水）68月3日（火）
■本館3階 特設会場
※最終日は午後4時30分閉場

〈フリュイジョリ〉期間
限定

ショ
ップ

■7月21日（水）627日（火）
■本館2階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

期間中、えんてつカード・友の会カードをご
利用のお買上げで、対象商品をご優待価
格にて販売いたします。

2021 Special Thanks
〈ミキハウス〉ご優待会

プレゼント 期間中、税込66,000円以上お買上げの先着10名様
に「エアウィーヴオリジナルクッション」を差しあげます。

〈ヒューマンウーマン〉

〈ピンキー＆ダイアン〉

〈エレ ストリオフ〉

〈ボッシュ〉

〈ジルスチュアート〉

〈フロム〉

夏に
食べたい！

お盆のお集まりのごちそうに。
普段店頭ではお取り扱いのない
厳選グルメを多数取り揃えました。

ご注文はネットショッピングで！ 8月17日（火）まで

ご注文はこちら！

※一部対応していない機種・アプリがございます。

net

※貴金属買取には、ご住所が記載されたご本人確認証が必要です。運転免許証・保険証・パスポート・住民票
などをお持ちください。※金・銀・プラチナは相場に応じて買取り価格が変動いたします。※ご売却品によって
はお取り扱いできない場合もございます。※ご売却後、買取り品のお買い戻しはいたしかねます。
静岡県公安委員会許可 第491270003624号 株式会社遠鉄百貨店

金・銀・プラチナ・貴金属
査定・買取りは遠鉄百貨店にお任せください。
切れたネックレスなど、ご自
宅で眠っている貴金属を買
取りいたします。査定のみも
承りますので、まずはお気軽
にお持ちください。

424金 鉄腕アトム（約40g、高さ約9.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,298,000円
※状況により、ご納品までお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

〈横浜／重慶飯店〉飲茶料理セット9種 
クイーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円 SY224030
重慶焼売35g×4、焼餃子25g×8、蝦仁餃子25g×4、えびにらまんじゅう
30g×4、小籠包30g×4、重慶肉まん・中華あんまん各120g×2、
四川麻婆豆腐・海老のチリソース各180g  賞味期限／冷凍で180日

博多あまおうのソー
スが入ったアイスの
上に、ゴロッと果肉
がのっています。
博多あまおう たっぷり
苺のアイス3,888円
SY216011
苺のアイス74㎖×7
※全国の離島へのお届けはいたし
かねます。※承りは8月1日（日）まで、
お届けは8月8日（日）までとなります。

〈札幌バルナバフーズ〉海鮮どんぶりの具
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円 SR218057
海鮮どんぶりの具（帆立、トラウトサーモン、いくら醤油、うに、ずわい蟹
ほぐし身）60ｇ×4 賞味期限／冷凍で30日

北の海で獲
れた5種類
の新鮮魚介
を冷凍に！解
凍してあつ
あつご飯に
乗せるだけ!

1959年創業の横浜中華街の名店。人気の
点心をご家庭でお楽しみください。

各日午後4時6午後10時【雨天中止】2021 えんてつ屋上好評
開催中！
9/11土まで

ご予約はインターネットまたはお電話から
エンデパ

お電話でのご予約は
TE L .080-6988-4491［直通］

※一部対応していない機種・アプリがございます。

情報入力&写真撮影を行
い、〈エアウィーヴ〉が蓄積し
たデータから、一人ひとりに
最適なマットレスの硬さパ
ターンをご提案いたします。

【受付時間：正午6午後9時30分】

金製品の
展示即売会

■7月21日（水）627日（火）■本館８階 催会場
※午前10時6午後6時、最終日は午後5時閉場
※お問合せは、TEL.053（457）5386［直通］まで

～人生の節目に、資産の継承に、先祖への感謝に。～
入場無料

金箔
500枚
使用

（約81×37×高さ135㎝）・・・・・・・・・16,500,000円

金箔 鉄腕アトム 
デビュー70周年記念作品

特別作品

一枚一枚丁寧に
焼き上げました。
わさび醤油やしょ
うが醤油で、うな
ぎ本来の味をお
楽しみください。

上質なうなぎを3/4尾使用。焼き方は浅蒸しの浜松
風、上品な脂で非常に食べやすい活鰻を、明治より
継ぎ足してきた秘伝のたれで、ご堪能ください。

きざみうなぎたっ
ぷりの鰻おこわ
と〈米八〉人気の
おかずを盛込ん
だお弁当です。

脂の乗った浜名
湖産うなぎを厳
選し、旨味を引き
出しながらふっく
ら焼き上げました。

〈うの匠〉
浜名湖産長白焼
（2本入）・・・4,200円
■惣菜

〈うなぎ 徳〉うなぎ弁当（特）（1折、うなぎ約130g）2,160円
■ごち惣スクエア

ことしは7月28日（水）

土用の丑鰻 7月28日水
1日限りの販売
■本館地下1階

Shop 店頭販売

■本館地下1階 テイクアウトお渡しカウンター

7月25日日までご注文は

ネットショッピングで事前注文受付中！
net

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

※お渡し日は7月28日（水）
のみとなります。

当日は、店頭で並ばず、商品をまとめて受け取るだけ！

ご注文はこちら！

〈築地 中島水産〉
浜名湖産うなぎ
長蒲焼（1本、約160g）
・・・・・・・・・・・・・・2,680円
■惣菜

浜
松
自
慢
の「
う
な
ぎ
」で

夏
の
ス
タ
ミ
ナ
補
給
を
！

うなぎの蒲焼と 
黒毛和牛の牛め
しを味わえる贅
沢なお弁当です。
〈柿安ダイニング〉
宮崎県産うなぎ&
黒毛和牛牛めし
と5品目野菜の
お弁当（1折）
1,500円 ■惣菜

Shop net

Shop net

Shop net

Shop net

Shop net

〈米八〉
鰻おこわ弁当
（1折）・・・1,296円
■惣菜
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