
〒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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トップス［東京都港区］
①チョコレートケーキ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円★
②モンブラン（1個）1,404円《各日120点限り、お一人様1点限り》

上海餃子［兵庫県神戸市］
4柚子水餃子（冷凍、10個入）864円《各日10袋限り》★

桔梗屋［山梨県笛吹市］
桔梗信玄餅（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,095円★

法多山名物
だんご
企業組合
［静岡県袋井市］

4法多山名物
厄除けだんご
（1箱）600円★

■11月3日（水・祝）616日（火）■本館地下1階 　　　〈おいしさGarden〉
※各日午前10時6午後7時、11月9日（火）・16日（火）は午後6時閉場 ★マークがついている商品は「ネットで事前注文」に対応しております。

イベント
スペース

全国から味わい豊かな銘店の美味が競演。2週開催

※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。

11/3（水・祝）69（火）
※11/9（火）は午後6時閉場

第1弾

11/10（水）616（火）
※11/16（火）は午後6時閉場

第2弾

ガトーフェスタ ハラダ［群馬県高崎市］
6グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート
／簡易大袋（10枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円★

ガトーラスクの片面にホワイト
チョコレートをコーティング。

赤 福［三重県伊勢市］
6赤福餅（12個入）・・・・・・・・1,100円★

山形養蜂場
［山形県山形市］
栃の木蜜（500ｇ）
・・・・・・・3,456円★

佐 近［京都府京都市］
4京の味がさね（1折）1,512円★

庵 月［大阪府大阪市］
復刻版生栗蒸し羊羹（1棹）
・・・・・・・3,500円《各日30棹限り》★

森からしれんこん
［熊本県熊本市］からし蓮根（1本）1,296円

京都の味、鱧寿司・さば寿司・穴子
寿司の3種類を同時に楽しめます。

厳選宇治茶を使用した
京スイーツの定番、
お濃茶ラングドシャ。
京都 北山 
マールブランシュ
［京都府京都市］
4お濃茶ラングドシャ
「茶の菓」（5枚入）750円★

銀座木村屋總本店
［東京都中央区］酒種五色
（１袋、５個入）・・・・・・850円★

明治二年創業。元祖あん
ぱんの木村屋を代表する
5つの味をご堪能ください。

【その他の出店】
大坂屋［群馬県下仁田町］特上生椎茸★
うえだ屋［大阪府茨木市］《2週間出店》
　　　　大阪名物牛すじこんにゃく炊き★
西原商店［大阪府大阪市］きんぱ★

【その他の出店】

2週間
出店

2週間
出店

エプバンタイユ
［大阪府大阪市］

6ビーフカツサンド
（1箱、4切）1,620円★

厚切りビーフを
フライパンで

焼き上げ特製の
デミソースで
仕上げました。

鎌倉の味、鳩サブレー。
サクッとした食感に仕上げています。

くるみ入りのチョコレート
クリームを三層のスポン
ジでサンドしました。

団十郎
［滋賀県大津市］
かに弁当（1折）1,620円★

①

②

佐藤養助商店
［秋田県湯沢市］稲庭干温飩
切落し（550ｇ）1,080円★

桑水流畜産［宮崎県小林市］
黒豚みそ漬（1パック、130ｇ）・・・・・・・・756円★

筑前たなか油屋［福岡県筑紫野市］極上黒胡麻油★
伊勢丸水産［宮城県石巻市］さしみ昆布

鎌倉豊島屋［神奈川県鎌倉市］
鳩サブレー（1箱、8枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円★

胡麻油
の関根

［東京都新宿区］
6関根の
ごまらー油

（45ｇ）756円★
・関根の
ごまらー油
徳用（90ｇ）
1,296円★

ネットエンデパ

ご注文・詳細は
ネットショッピングをチェック！

※一部対応していない機種・アプリがございます。

◎注文した商品は本館
地下1階でまとめてお渡し！
◎ご注文受付は受取日の
 前日午後4時までOK！

奥井海生堂［福井県敦賀市］
8①蔵囲利尻昆布（150ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
②太白おぼろ（50ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●利尻昆布切落し（100ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円★

甘味のある本ズワイ
ガニに滋賀県産
近江米を使用
した季節限定
のお弁当です。

①

②



※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

2021年11月13日（土）・14日（日）
各日午前10時6午後3時
イ・コ・イ スクエア3階 特設会場
婦人・紳士・こども服（お1人様1回につき9点まで）

引き取り期間
受 付 時 間
引き取り会場
引き取り対象品

お引き取りした衣料品1点につき、ワールドブランドにて税込5,500円お買上げごとに
一枚ご利用いただけるクーポン券（1,100円分）を1枚差しあげます。

※バッグ、靴などの服飾雑貨、下着類はお引き取り対
象外とさせていただきます。 ※お引き取りした衣料品
は返却いたしかねます。 ※お引き取りした衣料品は
リサイクル・リユースいたしますので、事前にお洗濯をお
願いいたします。 ※詳しくは販売員におたずねください。～支援を必要としているこども達の未来のために役立てる～

衣料品引き取り  
 「ワールド エコロモ キャンペーン」

× 共同企画
予告 

ナチュラルホワイトセット（パウダー筆・チーク筆・アイ
シャドウ筆2種・ポーチ）・・・・・・15,400円《15セット限り》

肌の上を軽く滑らせるだけで“素早く・簡単
に・確実に”思い通りに仕上がり、なりたい
自分を叶える化粧筆セットです。

コート（9号・13号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・132,000円

トレンドやデザイン、異
素材使いを盛り込み、
きちんと感ある中にも
〈アナ スイ〉らしさ、新し
さを表現し、多様化す
るフォーマルシーンへ
の提案をいたします。

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

お手持ちの毛皮を普段使いしやすいアイ
テムにリメイクいたします。古くても重たくて
もぜひ一度お持ちください。

【完全ご予約制】〈タッドファー〉
毛皮リフォームご相談会
■ 予告 11月26日（金）628日（日）
■本館7階 プレミアムステージ

※最終日は午後5時閉場

〈アナ スイ セレモニー〉フェア
■11月3日（水・祝）616日（火）
■本館4階 婦人フォーマル

〈白鳳堂〉化粧筆フェア
■ 予告 11月10日（水）616日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

ハンカチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円から

静岡地区初登場!毎日に“Happy”を届ける
新ライン。また、「ハイジ」の限定シリーズをは
じめ、キュートなラインも揃います。

〈フェイラー〉
クリアレーベルフェア
■11月3日（水・祝）69日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

期間中、〈アナ スイ セレモニー〉
の商品を税込50,000円以上お
買上げのお客様先着10名様に
粗品をプレゼントいたします。

プレゼント

本館3階 婦人服 TEL.053（457）6555［直通］まで
◀QRコードでWEBからもご予約いただけます。
※一部対応していない機種・アプリがございます。

本館8階 えんてつダイニング

〈おぼんdeごはん〉鶏の南蛮揚げ味噌タルタル弁当
（白ごはんor五目ひじきごはん）・・・・1,190円※ご飯大盛り無料
★事前お電話予約はこちら! TEL.053（543）7070［直通］まで

▼特設サイト・ご注文はこちらから!
ネットエンデパ

期間中、対象商品を税込13,200円以上お買上げのお
客様先着50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

ご予約・お問合せはこちらから！

Before After

おうちで、職場で、好きな場所で、バランスの
良い手作り弁当を。

〈山形牛焼肉 牛兵衛 草庵〉
和牛カルビ焼肉弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,600円
★事前お電話予約はこちら! TEL.053（401）4129［直通］まで

山形県の契約牧場から最高級山形牛を
一頭買いする本格焼肉専門店。

TAKEOUT 承り中！
ネット予約限定販売

お渡し期間 11月16日（火）624日（水）
※商品によりご注文締め切りやお渡し日は異なります。
※ご注文スケジュールや商品詳細は特設サイトをご確認ください。

〈えびすやフルーツ〉・〈一本堂〉・〈プラスモンジュ〉・
〈ハレラニ〉・〈ブーランジュリーナオ〉・〈ラトリエテンポ〉・
〈ベーカリーショパン〉・〈かまたベーカリー〉全8店舗

SALEメガネフェスティバル

●〈福井・鯖江製フレーム〉遠近両用メガネレンズ付き
セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,700円《200セット限り》

■11月4日木・5日金・8日月の3日間限り
●〈福井・鯖江製フレーム〉遠用または近用メガネレンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《各日30セット限り》

※すべてフレーム+レンズのセット価格です。※オプションレンズなど、別途料金を頂戴するレンズがございます。

リユースきものフェア

訪問着（1着）
・・・・・88,000円
《現品限り》

■11月3日（水・祝）68日（月）本館8階 催のご案内 ※各日午前10時6午後6時まで
最終日は午後5時閉場

■催会場
■催会場
年間きもの買
取約100万点
の〈バイセル〉
ならではの豊
富なラインアッ
プで圧倒的な
品揃えを実現
します。

メガネの主な産地である
福井・鯖江の産業を守
るために、鯖江メガネを
数多くご紹介いたします。

1〈ケント〉男女兼用
メガネレンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47,300円
2〈ミクサージュ〉婦人用
メガネレンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59,400円

福井・鯖江応援企画
同時開催〈バイセル〉

◆特別提供品 ◆日替り特別提供品
【無料】クイック!パーソナルカラー診断

■11月5日（金）67日（日） ■所要時間／各枠約30分（各枠1名様）
　各日午前11時6午後2時、午後3時6午後5時30分

遠鉄百貨店の

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

ネットショッピングにて好評受付中！ ネットエンデパ

えんてつ冬の は

さらに「えんてつポイント」がたまる！
早期
割引

全国送料 無料 12/21火まで

11/30火まで

ネットショッピング承り期間中

※一部送料込み商品がございます。

ネットショッピングなら
11/30火までの
ご注文で
送料無料！
※一部送料込商品が

ございます。

クリスマスケーキ

人気のケーキは
すぐに売り切れに
早めのご予約が
おすすめ!※一部対応していない

機種・アプリがございます。
ご注文1回のお買上げ金額が10,000円以上のお客様に
先着2,000名様にネットショッピングだけの特典！

〈ペック〉保冷ミニトートバッグプレゼント！！

特 典
1
特 典
2
特 典
3

※一部対応していない機種・
アプリがございます。

このほかの
ラインアップ
はHPから！

ー 参加店舗 ー
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