
2 号水2022 3

〒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。　　　　　　　　　　　

混雑緩和の
ためにご利用ください!

店頭渡しサービス
◉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。

遠鉄タクシー
お届けサービス

ネット注文
限定

ネットで注文&決済

第2弾
3/9（水）615（火）

第1弾
3/2（水）68（火）

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。 ※各県産以外の原材料を使用している商品もございます。

※各日午前１０時6午後７時、
３月8日（火）・１５日（火）は午後6時閉場
とさせていただきます。

■【第1弾】3月2日（水）68日（火）【第2弾】3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〉
※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。※各種割引は除外とさせていただきます。

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。

人気の美味しさ選り抜いて、日本全国各地の自慢の味を競う２週間！

２週目からも美味多彩！極上のお弁当からスウィーツまで！

浅草小松亭［東京都台東区］
4よくばり盛り（ナポリタン・ハンバーグ
・オムライス）（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

新世界グリル梵［大阪府大阪市］
ビーフヘレカツサンド ハーフ
（1折、4切入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円

法多山名物だんご企業組合
［静岡県袋井市］6法多山名物厄除だんご
(1箱〈6カサ入〉、320ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円

浅伊［東京都中央区］
A5ランクとろける
ローストビーフにぎり
（1折、5貫）・・・・1,350円

新登場 ［その他の出店］●いかやきやまげん［大阪府大阪市］大阪名物！玉子入りいかやき ●西原商店［大阪府大阪市］キンパ

ピスタチオスイーツ専門店 
ピスタチオマニア［東京都目黒区］
ストロベリーピスタチオ（12個入）1,620円

新登場

イタリア産ピスタチオ
ペーストの甘みを楽しむ。

新登場

A5ランク和牛
のとろける食感。

定番を一盛りに！

ベアホリック［東京都渋谷区］
ベアケーキトートバッグセット
（お好きなベアケーキ2パック＋オリジナルトート
バッグ）1,750円《各日100個限り》

銀座木村屋總本店
［東京都中央区］

4酒種あんぱん五色（桜・小倉・
けし・うぐいす・白、各1個、5個入）900円

メープルをたっぷり
リッチな美味しさ。

食感やフレーバーの違う全5種類。
AND THE FRIET［東京都渋谷区］
ギフトボックス ミニ5個（1袋25g×5袋入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

新登場

2週
開催

2週
開催

2週
開催

2週
開催

2週
開催

ガトーフェスタ ハラダ
［群馬県高崎市］

4グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート
（簡易大袋、10枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

利久［宮城県岩沼市］
6牛たん贅沢弁当
（ねぎ塩）（1折）1,728円

厚切り牛たんと薄切り牛たんが
一度に味わえる贅沢な

お弁当。

岩崎本舗［長崎県長崎市］
4長崎角煮まんじゅう（5個入）・・・・・・・・・・2,160円

とろとろに煮込
んだ豚の角煮が絶品！

［その他の出店］●【2週開催】中村食品［大阪府大阪市］イカの姿焼き
●【2週開催】うえだ屋［大阪府茨木市］大阪名物牛すじこんにゃく炊き 

崎陽軒
［神奈川県横浜市］

6特製シウマイ
（12個入）
1,420円

ザ・メープルマニア
［東京都千代田区］

①メープルバタークッキー
（9枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・951円
②メープルバウムクーヘン
（1ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円
③メープルフィナンシェ（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

①
③

②

※【2週開催】アイコン商品
は、3/15火まで

クリーミーなホワイト
チョコレートをコーティング。

おうちピザ
 ピッコロッソ
［兵庫県神戸市］
6神戸ピザ・
３枚よりどり
（直径約21㎝×3枚）
2,999円から

村上重本店［京都府京都市］
［樽出し］しば漬（1袋195ｇ）700円

世界の山ちゃん
［愛知県名古屋市］

6幻の手羽先
（5本入）551円



期間
限定

ショ
ップ

カジュアル００３Ｗ（２２.５～２５.０㎝、スーパーファブリック
/フルグレインレザー/シンセティックレザー）・・・・・・26,400円

柔らかな靴底が浜辺を裸足で歩く感覚を
再現し、着地衝撃を分散させて足裏に優
しい履き心地。

〈エバーメイト〉
■　　3月9日（水）615日（火）

■本館2階 婦人雑貨イベントスペース
※最終日は午後5時閉場

予告
期間
限定

ショ
ップ

イスタンブールエアフィットイヤリング
（金属部分:真鍮に22金メッキ、天然石、ジルコニア）6,490円

神戸発のアクセサリーブランド。まるで空気
のような着け心地で、長時間の着用にもお
すすめなエアイヤリングを豊富にご紹介。

〈ラフィア〉
■　　3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
予告

「遠州鉄道
× OJICO」
Tシャツ
（90㎝～メンズLL）
3,960円
～5,720円

遠州鉄道×OJICOコラボレーションTシャツ
が登場！「あかでん」の愛称にちなんでタコ
やイチゴ、消防車など赤いものがたくさん！
遠鉄百貨店先行発売です！

期間
限定

ショ
ップ

※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

てざわりシリーズ（約150×200㎝）94,600円から

思わずゴロゴロしたくなる、羊毛を使った
ハグみじゅうたん。色とりどりのじゅうたんは
一枚一枚手仕事で作られています。

〈ハグみじゅうたん〉
■4月5日（火）まで

■新館2階 〈マルスリビングプロダクツ〉

リッチな味わいの
クリームを香ばしい
パイでサンドし３種の

チョコレートで包みました。
〈ベルン〉ミルフィユ（1箱、10個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円 ■全国銘菓

くるみがたっぷり入っていて
さっくりとした歯ざわりの良い
クッキーです。
〈西光亭〉くるみのクッキー（1箱、12粒入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円 ■全国銘菓

■新館
地下1階えんてつのホワイトデー

可愛らしさと美味しさを。人気のスウィーツを揃えました。

〈泉屋〉ホワイトデー
クッキーズ（1箱、200ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
《３月15日（火）までの
限定販売》
■和洋菓子

4〈アンリ・シャルパンティエ〉
クレーム・ビスキュイ「いちご」
（1箱、9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・972円
《100箱限り》 ■和洋菓子

期間
限定

ショ
ップ 〈桃太郎ジーンズ〉

特別販売会
■　　3月9日（水）615日（火）

■新館6階 特設会場※最終日は午後5時閉場

予告

岡山県倉敷市児島から世
界へ。職人魂によってデニ
ムという素材そのものを理
解し、染め・織り・縫い・洗い
の細部にこだわり、徹底的
に追求した最高峰の「ジー
ンズ」をご紹介します。

イベント特典　　　　　　　期間中、会場にてジー
ンズ専用ミシン「ユニオンスペシャル」で
無料で裾上げいたします。※裾上げは、
会場でお買上げいただいたインディゴ
ジーンズのみの対応となります。

‘‘感謝’’や‘‘ありがとう’’の気持ちを伝えたい。
異動、転職のお餞別やご挨拶、ちょっとしたお返しの品に手軽で
普段使いできるハンカチ＆ミニタオルは、男女ともに幅広い層に
喜ばれる人気のおすすめギフトです。

ネットで注文・
配送＆店頭受取OK!

4〈オロビアンコ〉 
紳士タオルハンカチ・・・・・・・・・・・・・・・・各550円 
■本館2階 婦人洋品 

贈るデザインに迷ったら
シンプルなものを。  

4①〈アニエス・ベー〉
婦人タオルハンカチ（全3色）・・・・・各880円
②〈ユナイテッド・アローズ〉
紳士タオルハンカチ（全3色）・・・・・各770円
■本館7階 タオル

機能性に優れている
タオルハンカチが人気。①

②

ギフトのまとめ買いも
ネット注文でラクラク！

※一部対応していない機種・
アプリがございます。

▶ご注文は
こちらから!

【店頭受取】

※一部商品を除き店頭でのお受け取りが可能です。 ※写真はイメージです。

東西融合「Ｅast 
meets Ｗｅｓｔ」を
コンセプトにオリ
エンタルとモダン
をＭＩＸしたブラ
ンド〈ＶＩＶＩＥＮＮＥ 
ＴＡＭ〉より、カジュ
アルラインを中心
としたショップが
オープン。

     ３月９日（水）NEW OPEN
〈ヴィヴィアン タム〉
■新館2階 婦人服・雑貨

予 告

世界一有名なビーグル犬、スヌーピーとコラ
ボしたオリジナルブランド。大人カジュアルな
アパレルと、ピーナッツのキャラクターでデザ
インされた雑貨を取り揃えております。

     ３月９日（水）NEW OPEN
〈スヌーピー×ヴォヤージュ〉

■新館2階 婦人服・雑貨

予 告

〈五大陸〉〈23区ゴルフ〉などオンワードのセ
レクトショップがNEWオープン。また、店舗
にない商品を公式ストア「オンワードクロー
ゼット」から店舗に取寄せてご試着、ご購入
いただけるサービスがスタートいたします。
ぜひこの機会にお試しください。 

NEW OPEN
〈オンワードセレクト〉 

■本館6階 紳士服

「オンワードクローゼット」
の詳しい情報はこちら！

※一部対応し
ていない
機種・アプリ
がございます。

遠鉄百貨店 本館8階 催会場
開場時間／午前10時～午後7時 ※最終日は午後5時閉場

（入場は閉場の1時間前まで）

3月16日（水）～4月5日（火）2022年

全日日時指定制

エンデパ遠鉄百貨店HP  www.endepa.com ※詳しくはホームページをご確認ください。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

予 告

前売券発売中！

8ギフトボックス・・・・・・2,500円
●ミニセット・・・・・・・・・・・・・・・1,300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。

ネット予約限定販売

3月5日土正午まで
3月11日金・12日土 2日間限定!

受注期間
お渡し日

ネット予約受付中！詳しい情報はコチラから！

苺の風味豊かなクリーム
をサクッと軽やかな食感
のビスキュイ生地で丁寧
にサンドしました。

創業以来伝統を
守り、カリッと香ばし
く焼いたクッキー。

待たずにサッと受け取れて
時間短縮もできます！

【配送】
お店に行かなくても
ご指定日までに
おうちにお届け！

6〈ローラ アシュレイ〉
婦人タオルハンカチ・・・・・・・・・・・・・・・・各550円 
■本館2階 婦人洋品 

エレガント＆実用的で
優しいカラーリング。

〈オジコ〉
■　　3月 9 日（水）615日（火）■本館５階 特設会場予告
■　　3月16日（水）621日（月・祝）■本館8階 中央ひろば予告

※3月21日（月・祝）は午後5時閉場
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