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◎地下1階でまとめてお受取り!

■本館・新館地下1階 食料品

かさの家［福岡県太宰府市］
梅ヶ枝餅（5個入）650円

4茅乃舎［福岡県糟屋郡］
茅乃舎だし（8g×30袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

京つけもの西利
夏の千枚漬（100g）691円
●京のあっさり漬 かぼちゃ
（半割）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

京料理井筒 祇園鯖寿司
（1人前、6切）・・・・・・・・・・・1,944円

井筒八ッ橋本舗 
夕子夏の四味
（20個）1,188円

ネットエンデパ

ネットで注文！店頭受取!

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

ご注文・詳細はこちら▶

ネットで簡単予約! まとめてラクラク受取！

マークの付いている商品は店頭販売しております。

バラちらし弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,996円《各日20点限り》

浜松・まちなか名店の味をご自宅で。 お
盆
の
お
も
て
な
し
に
、

家
族
団
欒
の
ご
ち
そ
う
に
。

8月11日水617日火

選りすぐりの美味を取り揃えてご紹介！お見逃しなく！

遠州で育った
豚肉と甘みのある
キャベツが特徴の
浜松餃子を囲んで
ビールで乾杯！

㊧〈旭酒造〉新生獺祭 純米大吟醸磨き二割三分
（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,600円
㊨〈初亀酒造〉初亀 純米大吟醸 瓢月（720㎖）3,520円
■新館 和洋酒 〈OMG〉シェフの気まぐれオードブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円

〈紅すゞ め〉
天ぷら盛り合わせ
（１折）・・・・・・・918円
■本館 惣菜

〈柿安本店〉黒毛和牛 ランプ焼き肉用
8        　　 　　 （400ｇ）5,520円《10点限り》
●　　 （100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,380円 ■本館 精肉

6〈オクタゴン〉
クラフトビール
㊧ジャスミンエール
㊨ブレイクアウェイ
IPA（各330㎖）
・・・・・・・・・各599円
■新館 和洋酒

彩り豊かな、人気のバラ
ちらし寿司（1.5人前）と
和牛ステーキを一折に。

きめが細かく柔らかい赤身が特徴の国産のランプ肉。
みんなで鉄板を囲んで焼き肉を！

グリルチキンやローストポーク、野菜のラタトゥイユなど
シェフ自慢のおすすめ料理を盛り合わせました。

〈石松〉石松ぎょうざ
（20個入、冷凍）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
■本館 遠州グルメ

〈おいしさGarden〉
本館地下1階 イベントスペース

※各日午前10時6午後7時、最終日は午後6時閉場

次週
予告

カステラ本舗
異人堂
［長崎県長崎市］
五三焼かすてら
（290g）1,458円

8月4日水610日火

「九州・沖縄味紀行」も「京の味めぐり」商品も！

8萬來［鹿児島県志布志市］
角煮出汁巻き弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・1,296円

8賦活屋［福岡県北九州市］
ふく唐揚げ（開き骨なし）
（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

4京ゆば湯葉弥 
くみあげ湯葉（5枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

※ネットショッピングでは冷凍での
販売となります。

8まざあぐうす 
京のふんわり
クリームシフォン
（フルーツ）（1個）
・・・・・・・・・・・・・432円

〈千歳 きくいち〉〈割烹みその〉
〈弁いち〉〈魚魚一〉〈串とも〉

店 頭
ネット／13日金615日日渡し

ネット予約
限定販売

出品店舗一覧

〈RF1〉みんな大好き！
小海老フライ（100ｇ、
タルタルソース付）583円
■本館 惣菜

■お渡し日／8月13日（金）615日（日）【3日間】

〈ホテルコンコルド浜松 日本料理「堂満」〉

千歳
肴町

詳しくは
ネットショッピング
サイトをチェック！



※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。

期間
限定

ショ
ップ

オーダーメイドランドセル・・・・・・・・・・・・・・66,000円

組み合わせは全部で170億通り以上!好き
な色やデザインを選んでいくだけでほかに
は無いオリジナルランドセルが作れます。 スマイルスクエアポシェットボディバッグ

（約22×10×高さ13.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,200円

8フラットバッグS・・・・・・・・・各1,650円

感音マグ・・・・・・・・各2,200円

程よいサイズ感と軽さが人気のレザーバッグ。
スマイリーフェイスのアイコンがポイントです。

〈ララちゃん〉
オーダーメイドランドセル

期間
限定

ショ
ップ

■8月7日（土）69日（月・振休）
■本館5階 特設会場

㊧ことら（原画／29.7×21㎝、額装／46×37㎝）
㊨みみずく（原画／21×29.7㎝、額装／37×46㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各44,000円

今にも動き出しそう
な動物を色鉛筆で
写実的に描く、松
田辰也氏の作品を
ご紹介します。

〈サロン・ド・アルファード〉期間
限定

ショ
ップ

■8月4日（水）617日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

名探偵コナンプラザ
■8月11日（水）631日（火）
■本館5階 特設会場

※最終日は午後4時閉場※8月24日（火）は全館定休日。

松田辰也動物画展
■8月4日（水）69日（月・振休）
■本館7階 プレミアムステージ
※午前10時6午後6時、最終日は午後5時閉場

人気アニメ「名探偵コ
ナン」のグッズが大集合!
プレゼント

ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

名探偵コナンプラザ限定
①21メインビジュアルショッパー
（32×14×高さ40㎝）・・・・・・・・・・・770円
②トレーディング缶バッジG（直径56㎜）330円

　　　　　 税込5,000円以上
お買上げのお客様に、オリジナル
トートバッグ（3種の中から1枚）を
プレゼント。※無くなり次第終了と
させていただきます。

①

②

※グッズは入場券がなくてもご購入いただけます。

■主催：遠鉄百貨店、スヌーピー・ファンタレーション制作委員会
■特別協力：Charles M.Schulz Creative Associates,Peanuts Worldwide LLC
■協賛：A I T愛知工業大学、株式会社 ソニー・クリエイティブプロダクツ

■主催：トムとジェリーカートゥーン・カーニバル実行委員会
■協力：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
■後援：テレビ静岡

※最終日は午後4時閉場（入場は閉場30分前まで）

本館8階 催会場
各日午前10時6午後7時

●一般・高大生600円
●小中生・・・・・・・・・・・・300円
●未就学児無料

入場料

※入場券をお持ちでないお客様のグッズコーナーのみの
入場はお断りさせていただきます。

※最終日は午後3時30分時閉場（入場は閉場30分前まで）

新館8階 えんてつホール
各日午前10時6午後7時

●一般・高大生
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
●小中生・・・・500円
●未就学児無料

入場料

© 2021 Peanuts Worldwide LLC　www.snoopy.co.jp

詳細、最新情報は公式サイトをチェック！
www.snoopy.co.jp

日本で作られアメリカに渡った「ローテク
からくりオブジェ」が凱旋展示！

ディスコ音楽に
合わせて、ノリノリ
のダンスを披露
するロボット。

お湯を入れると色が変わる！

オリジナルグッズを税込3,300円
以上お買上げいただいたお客様
先着500名様に、オリジナル
ノベルティを差しあげます。
※プレゼントは無くなり次第
終了とさせていただきます。

詳細、最新情報は公式サイトをチェック！
https://wwws.warnerbros.co.jp/
tomandjerry/cartooncarnival/

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. （s21）

アニメーション
作品も多数展示

トムジェリ大好
き

アーティストと
の

コラボ作品

オリジナルグッズ

6限定
ぬいぐるみセット
・・・・・・・・7,480円

4タオルハンカチ
各種・・・・・・・・・880円
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