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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。　　　　　　　　　　　

混雑状況に応じて、館内及び会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

※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。

一部商品を除き店頭販売及びネットでの事前注文に対応しております。

市場めし兆［札幌市中央区］
新兆弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

どるちぇ ど さんちょ
［札幌市中央区］
①とろまーじゅ（1個）・・・・・・・280円
②モンブランタルト（1個）378円

なると屋［小樽市梅ヶ枝］
4若鶏半身揚げ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円

ポルコ［北海道函館市］DXハーフ
&ハーフ弁当（1折）・・・・・1,800円

アリスファーム
［余市郡赤井川村］
ブルーベリーや地場
の苺けんたろうを
使った人気のマフィン。
6農場マフィン
①ベリー&
ナッツクランブル（1個）
422円《各日60個限り》
②苺ミルク（1個）
422円《各日60個限り》

ルタオ［小樽市堺町］
北海道産北あかりを使用し、
ミルキーに仕上げました。
北あかりフロマージュ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

北海道観光物産興社
［札幌市白石区］じゃがポックル（18g×
10袋）・・・・・・885円《各日600個限り》

ロイズ［札幌市北区］ポテトチップチョコレート
［新じゃが］（190g）777円《数量限定》

ISHIYA［札幌市西区］
白い恋人
（12枚入・ホワイト）・・・・・・・・・・・・・・・・864円

六花亭［帯広市西二条南］
マルセイバターサンド
（1箱、5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

札幌の森［札幌市豊平区］
よくばりカタラーナ もんぶらんの樹
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,420円

もりもと［千歳市千代田町］
ハスカップとメロン入チョコで
作ったサクッと食感のクッキー。
6①ハスカップジュエリー（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
②北の散歩道らいでんメロン（8枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

本 館

8階

　　　　　　　　　　　●椎野商店［北見市北］紅鮭 ●大澤水産［北見市東相内町］丸干しいわし  ●味の匠［函館市大森町］まるごとタコのペペロンチーノ ●ムラキフードプランニング［札幌市東区］有名店のラーメン各種 
●山下水産［寿都郡寿都町］灯台つぶやわらか煮 ●マルダイ水産［札幌市清田区］ゆで毛ガニ ●十勝大望［幕別町札内］かぼちゃフレーク ●井原水産［留萌市船場町］えびチー ●炭や［旭川市5条通］炭や塩ホルモン 
●五島軒［函館市末広町］ベルギーチョコレートケーキ  ●北見ハッカ通商［北見市卸町］フルーツミントキャンディー各種 ●マルヒロ太田食品［北海道函館市］ジャンボカニコロッケ ●レ・ディ・ローマ・プラス［札幌市南区］とろけるプリン各種
【1週目のみの出店】●シーフードファクトリー北海道［札幌市中央区］北海道産たらばがにのグラタン ●松尾ジンギスカン［滝川市流通団地］味付特上ラムジンギスカン ●牧家 Bocca［伊達市乾町］牧家かけるチーズソースカンコワイヨット
●富良野SHINYA［富良野市朝日町］ふらの雪どけチーズケーキ ●十勝プライド［河東郡音更町］十勝ラクレットモールウォッシュ   

本館8階 その他の出店 

釧路おが和
［釧路市材木町］無冷凍いくら醤油漬
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

マーレ旭丸［久遠郡せたな町］
漁師のいかめし（プレーン、 2本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900円

山丁長谷川商店
［函館市広野町］真いか塩辛
（100g当り）648円【店頭販売のみ】

プルマンベーカリー
［札幌市西区］

道産牛肉とチーズの
ちょい辛カレーパン。
道産牛のビーフ&
チーズカレーパン

（1個）391円
《各日300個限り》

 雑魚亭
［函館市松風町］

13種類の
海の幸を
思う存分に
お楽しみ
いただける
海鮮弁当。
4ゆうなみ（1折）
・・・・・・・・2,484円
《各日30折限り》

やきにくれすとらん沙蘭［函館市本町］
やわらかい道産牛のヒレ肉
やホタテのステーキなどを
盛合せました。
4道産牛のステーキと
道産ホタテのステーキ
盛合せ弁当（1折）
2,376円《各日50折限り》　

①

②

①

①

②

②

10/6水619火
■本館地下1階　　
■本館8階 催会場 ※各日午前１０時6午後7時、10月12日（火）は午後5時、

19日（火）は午後3時閉場

イベントスペース〈おいしさGarden〉 
※各日午前１０時6午後７時、10月12日（火）、19日（火）は午後6時閉場

本館2会場で2週開催！！

ネットで注文&決済
店頭渡しサービス
ネット限定のお得な情報盛りだくさん!

混雑緩和の
ためにご利用ください!

♯ネット限定販売  ♯お買い得セット

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

遠鉄タクシー
お届けサービス

ネット注文
限定

◉詳しくはネットショッピングをチェック!
ネットエンデパ
※一部対応していない機種・アプリがございます。



※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。混雑状況に応じて、館内へのご入店を制限させていただく場合がございます

栗きんとん（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,501円

創業1890年、フランス政府・無形文化財
企業認証。こだわりの素材を生かしたレト
ロなトートバッグをご紹介いたします。

画家久下貴史氏が猫たちとの暮らしから
描き出す、個性豊かであたたかみのある
アートブランドです。

越前和紙を原料に高度な色彩表現を可能
にしたデジタル処理による版画技術「レフ
グラフファイン」などを展示販売いたします。

「世界の交差点」の中心でミッキーとミニーが
デート。タイムズスクエアの夜景が幻想的です。

ストレッチ素
材が足全体
を包み込み、
素足のような
感覚になれる
靴。軽量&ふ
かふかの履き
心地の良さを、
ぜひご体感く
ださい。“100年後のアンティーク家具へ”をコンセプ

トにウォールナット材がもつ素材の美しさを
追求し、時代にとらわれないデザインとライ
フスタイルを表現し続けるコレクションです。

岐阜の美濃地方に縁ある郷土菓子。栗と
少しの砂糖を合わせて炊き、一つひとつ仕
上げた逸品です。

©中島 潔

■10月6日（水）612日（火）
■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

〈レフグラフファイン〉新しい風（横59.2×縦40.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・308,000円

ディズニー
アートコレクションフェア

〈ディズニーファインアート〉
You, Me and the City（63×78㎝）294,800円

〈SUaSHI（スウェイシー）〉パンプス（22.0～25.0㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,790円から

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ〈恵那川上屋〉

■10月26日（火）まで
■新館地下1階 プラザB-1
※最終日は午後6時30分閉場

〈ノスタルジックガレージ〉
■10月6日（水）612日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場 ■10月6日（水）619日（火）
■本館4階 ハンドバッグ〈マンハッタナーズ〉

■10月9日（土）オープン！
■新館2階 マルスリビングプロダクツ

〈マスターウォール〉
エディションストアオープン

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

北海道産木材やエゾシカ革など北海道な
らではの素材を使用し、“シンプル・ミニマ
ル・ユニーク”をコンセプトに、バッグをひと
つひとつ心を込めて作っています。

〈KEETS〉 〈シューズイン神戸〉
■10月9日（土）617日（日）

■新館6階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

ゴブラン織りトートバッグ（32×13×高さ26㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,600円《5点限り》

～新しい風～
中島潔版画展期間

限定

ショ
ップ

■　　10月13日（水）626日（火）
■本館5階 イベントスペース ※最終日は午後4時閉場

予告
■　　10月13日（水）619日（火）

■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

予告

地下1階も、2週目も、北の美味が盛りだくさん！

4じゃがいもHOUSE［札幌市中央区］
【遠鉄百貨店限定コロッケ第一弾】道産スモークサーモン
のたまねぎクリームコロッケ（1個）・・・・486円
《各日100個限り、10月12日火までの販売》【店頭販売のみ】

富良野牧場［富良野市］
モモハム（100g当り）789円
【店頭販売のみ】

まいこのマドレーヌ
［白老郡白老町］
純生オムレット（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
《各日300個限り》

円甘味［小樽市入船］
小樽ゆきねんりん（1個）
400円《各日100個限り》

牛の里［白老郡白老町］
ビーフハンバーグ（110g×4）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

本館
2会場
で開催！

■本館地下1階       〈おいしさGarden〉
※各日午前10時6午後7時、12日火・19日火は午後6時閉場■10月6日水619日火 イベント

スペース

■本館8階 催会場 小樽いちふじ柴田商店
［小樽市花園］
・インカのめざめ（1袋）399円
・十勝小豆（800g）1,080円
【店頭販売のみ】

●めめ［札幌市中央区］
  めめおやきピスタチオ
●樽八［札幌市北区］
  ほたて松前

●テイネフーズ［札幌市手稲区］
  まるごと貝柱【1週目のみの出店】
●おたる拓洋［小樽市花園］青のり海老チーズ焼
●北海道純馬油本舗［千歳市白樺］ピュアバーユ
●佃善［札幌市手稲区］じゃが豚
●一刀流まぎり［札幌市東区］手切りの塩辛
●三葉製菓［旭川市］北海道黒豆茶【1週目のみの出店】
●カネダイ大野商店［勇払郡むかわ町］珍味ししゃも
●ベイクド・コンフェ［札幌市東区］
  北海道ふわふわタマゴサンド【GOLD】
●山丁長谷川商店［函館市広野町］函館真昆布
●肴や一蓮蔵［札幌市中央区］かにしゅうまい

地下
1階

スイートオーケストラ
［札幌市白石区］
北海道ポップ
プディング溢れ出る
㊧カスタード（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
《各日200個限り》
㊨珈琲（1個）280円
《各日200個限り》

6札幌蟹工船
［札幌市中央区］
花咲がにと炙り
ホタテの贅沢
弁当（1折）2,484円

2週目
予告

鮨処桐［札幌市東区］
北の海の宝石箱
（1折）・・・・・・・・1,512円

地下1階 その他の出店

■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後7時、12日火は午後5時閉場、19日火は午後3時閉場見逃せない2週開催！

1週目
のみ出店

ネット限定特別企画
詳しくはHPをチェック！

★北海道旬の美味 産地直送便

お得な情報を　 YouTube「エンデパチャンネル」
にて公開！お見逃しなく！

●〈大金畜産〉道産牛肉熟成ハンバーグ
（冷凍、140g×8個入、ステーキソース付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,882円
●いくら醤油漬け（冷凍、約250g×2パック）・・・・・9,180円 ほか

★北海道菓子お買得セット2,160円

（8個入）1,556円《各日30箱限り》
■お渡し日／10月15日（金）617日（日）

ネットエンデパ

地下1階
2週目からの出店

ネットで注文!店頭受取アイテム▶

※一部対応していない機種・アプリがございます。

★〈函館洋菓子スナッフルス〉
　チーズオムレット

自宅にお届け！ 産地直送アイテム

6札幌豊平館厨房
［札幌市中央区］
北海道産牛昆布熟成
食べ比べステーキ弁当
（1折）・・・・・・・・2,484円
《各日100折限り》

  

※写真はイメージです。

10月7日木午前10時さらに

●カントリーホーム
  風景［十勝鹿追町］
  飲むヨーグルト・
  その他乳製品

〈マンハッタナーズ〉フェア
久下貴史氏サイン会

◆午後1時の回/10月6日（水）からサイン会当日までに、11,000円
　以上お買上げで当日にそのレシートをお持ちいただいたお客様、
　先着20名様に「サイン会参加券」をお渡しいたします。
◆午後2時30分の回/本館7階 グラフィックステーションにて額装品
　をお買上げのお客様は、額装品の裏面にサインをお入れいたします。

久下貴史氏サイン会

■本館4階 ハンドバッグ
／午後1時62時
■本館7階 
　グラフィックステーション
／午後2時30分63時30分

■10月17日（日）

ネット予約受付中！
10月20日水まで

●「マイセレクトボックスB」（焼き菓子6点、ドリップ珈琲3点）2,500円
●「ギフトボックス」（焼き菓子10点、ドリップ珈琲4点）・・・・・3,700円

※クレジットカードによる事前決済のみのお支
払いとなります。※店頭販売はございません。

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

詳しい情報は
コチラから！

ネット予約限定販売

10月29日金・30日土
2日間限定

受注
期間

お渡
し日

4「マイセレクトボックスA」（焼き菓子6点、ドリップ珈琲3点）2,500円
●〈パティスリー・ラ・ヴェリテ〉フリュイカカオ
●〈パティス アキヤマ〉リーフパイ
●〈巌邑堂〉弘厳月餅
●〈トゥルネラパージュ〉珈琲ドリップパック

【詳細内容／マイセレクトボックスA】
●〈卯屋〉煎茶クッキー
●〈ラウンドテーブル〉マドレーヌ
●〈リープリング〉シェル
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