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■5月8日（日）まで ■各階で開催

お品物選びはもちろん、些細なことでも専門
スタッフが親切丁寧にご対応いたします。

何を贈ろうか迷ったら…本館7階 ギフトサロンへ
WEBからの

お問合せや接客予約
もお待ちしております。

期間中、オンワードショップで商品をお買上げのお客様に、〈ネイルズユニークUS〉
スペシャルサービスチケットをプレゼント。

ONWARD × NAILS UNIQUEUS

4〈サン・ラファエル〉
母の日ロール（1本、15㎝）
・・・・・・・・・・・2,400円《30本限り》
■新館地下1階 和洋菓子
6〈アンリ・シャルパンティエ〉
ガトー・ブーケ〈いちご〉
（1箱、19個入）・・・・・・・・・・・2,700円
■新館地下1階 和洋菓子

※こちらの商品はネットで注文・店頭受取のみとなります。
店頭販売、ご配送は承りいたしかねます。

2〈なだ万厨房〉母の日御膳（2段、1折）2,700円
■本館地下1階 惣菜
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【承り期間】5月5日（木・祝）午後3時まで
【お渡し期間】5月7日（土）・8日（日） 各日午前11時6午後6時

6〈コンチェ〉オチャノトモ
（1箱、24枚入）・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

母の日だけの特別なスウィーツ
と地元名店のお弁当をご用意!

※お問い合せは、本館7階 ギフトサロンTEL.053（457）5505［直通］まで
※一部対応していない機種・アプリがございます。

■チケット配布期間/5月8日（日）まで ■館内対象ショップ/各階 オンワードショップ
※チケット有効期限は5月31日（火）まで

8〈ホコモモラ〉カットソー（9号）・・・・・・15,400円
4〈アモアモバスケット〉
・アガナバスケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,980円
・アフリカン柄あずま袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,750円
※手作りのため柄は多少異なります。

〈アーンジョー〉フレグランスギフトセット
（ミニタオルハンカチ・パフュームディフューザー各1点）
・・・・・・・・・・・・3,520円■本館2階 婦人洋品

4レ・ペタル フォト
フレーム（11×5.2×高さ
15㎝）5,500円
■本館7階 
グラフィック
ステーション

4〈レトロ喫茶〉
蓋付マグカップ各種
（350㎖）・・・・・各1,650円
■本館7階 和洋食器

6〈生活の木〉ローズづくし
のスキンケアギフト（ローズ フラワー
ウォーターローション200㎖、ローズ フラワー
ウォータークリーム80g、ローズ エッセンス
バーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,590円
■本館7階 〈生活の木〉

4①ドライフラワー・・・・3,300円
※お好みのカラーでお作りいたします。

2②プリザーブドフラワー
（ケースサイズ/16×12.5×高さ14.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・7,150円※配送も承ります。

②

母の日限定企画

4〈柚露〉母の日 松花堂
弁当（1折）3,240円

【母の日のごちそう】

◀母の日特設サイトはこちらから！
は「ネットで事前注文・店頭受取」対応商品となります。net

店頭受取

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。

①

【期間限定】
母の日特設

フラワーショップ
■5月6日（金）68日（日）

■本館1階 西入口特設会場

本館3階 期間限定ショップ
■5月4日（水・祝）610日（火） ■特設会場
夏先取りのアイテムでお母さんを演出!

■本館地下1階 西入口
　〈フラワースタジオ〉

生花アレンジメント、
ドライフラワー、プリザーブド
フラワーをご用意。お母さんに
似合うお花を選んで。

握り鮨をはじめ、煮物や揚げ物など一品ずつ丁寧に仕上げた料理を詰め
合わせた、母の日にぴったりな豪華なお弁当です。
〈紅すゞ め〉母の日御膳（2段、1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円■本館地下1階 惣菜



期間
限定

ショ
ップ

青森県津軽地方。花咲く春、夏の祭り、リン
ゴ実る秋、そして深く長い冬。岩合はこの
地に日本の原風景を見て、1年をかけて子
ネコと人との暮らしを撮影しました。津軽の
四季、そこに生きる子ネコたちの物語。

イタリアンカジュ
アルスポーツブ
ランド「SWEET 
YEARS」のラグ
ジュアリーゴルフ
ライン。“LEAD 
YOU GOLF”を
コンセプトにオリ
ジナリティ溢れる
ゴルフスタイルを
追求しています。

【入場無料】岩合光昭写真展
「ふるさとのねこ」

津軽の四季、子ネコたちの物語。
■あさって4月22日（金）65月8日（日）
■本館5階 特設会場※最終日は午後4時閉場

㊧〈ファルファーレ〉エコメッシュギャザー
バレエシューズ（22～25㎝）・・・・・・・・・・・・・・10,890円
㊨〈トレコード〉バックファスナーフレアスカート
（フリーサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,100円

神戸発人気のバレエシューズとお手入れ簡
単な山の手スカートを同時販売いたします。

〈ファルファーレ〉
〈トレコード〉

■　　　4月27日（水）65月3日（火・祝）
■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

4月20日（水）NEW OPEN!
〈楽歩堂〉

■本館4階 婦人服・雑貨

〈SY32 GOLF〉期間
限定

ショ
ップ

■あさって4月22日（金）65月12日（木）
■新館6階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

婦人コンフォートシューズ（サイズ:35～40）31,350円

足の健康を考えて設計された優れたコン
フォートシューズを展開する楽歩堂。足型
計測からご要望に合うシューズ提案や
オーダーインソールを作製いたします。

〈ベセペセキッズ〉
こども用メガネフレーム・・・・・・・・・・・・・・・・25,300円

母娘めがねコーディ
ネートで定評のある
〈ベセペセ〉と〈ベセ
ペセキッズ〉。ペアコ
ーデでおしゃれに楽
しめるめがねをご紹
介いたします。

スペイン・マヨルカ島で
生まれたシューズブラ
ンド〈カンペール〉。期間
限定ショップが浜松に
初出店いたします。

〈大峽製鞄〉オオバランドセル 牛革スーパータフ®
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各75,900円

1935年の創業。長年にわたり本物の鞄を探求
し続け、数々の賞を受賞。有名国立・私立小
学校の指定ランドセルにも採用されています。

〈カンペール〉期間
限定

ショ
ップ

■　　　4月27日（水）65月10日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

キッズめがねフェア

バリエーション豊富なランドセルが一同に
集まるメーカー合同による県下最大級のラ
ンドセルイベントです。

■あす4月21日（木）65月9日（月） ■本館8階 催会場

※品数に限りがございますので、売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

期間中、靴をお買上げいただいた先着30名のお客様にオリジナ
ルソックスをプレゼントいたします。

オープン記念プレゼント ■4月20日（水）627日（水）
※写真はイメージです。

期間中、税込11,000円以上お買上げのお客様
にオリジナルグッズをプレゼントいたします。※数に
限りがございます。

プレゼント

予告

4月23日土・24日日 2日間限定販売

01
ポイント 色々なメーカーのランドセルの

背負い比べができます！

03
ポイント 1番のお気に入りをみつけたら

即日注文OK！

02
ポイント

ランドセル専門
スタッフがラン
ドセル選びのご
相談をお受けい
たします！

日時指定制

予告■　　　4月27日（水）65月5日（木・祝）
■本館7階 プレミアムステージⅡ

※最終日は午後5時閉場

〈トップス〉
4チョコレートケーキ
（1台）・・・・・・・・・・・2,160円
●チーズケーキミニ
（1台）・・・・・・・・・・・1,296円
〈レモンショップ〉
6生レモンケーキ
（3個入）・・・・・・・・1,296円

※各日午前１０時6午後７時、
5月2日（月）、最終日は午後6時閉場本館地下1階 イベントスペース〈おいしさGarden〉

【第1弾】4月27日（水）65月2日（月） 【第2弾】5月3日（火・祝）610日（火）

その他のネット注文店舗

〈大徳寺
さいき家〉
4穴子だし巻
弁当（1折）
1,620円
〈赤福〉
6赤福餅（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円

第1弾
のみ出店

第2弾
のみ出店

5月1日（日）午後3時まで承り期間

4月29日（金・祝）65月5日（木・祝）お渡し期間

本館地下1階 お渡し場所 テイクアウトお渡しカウンター  

※但し、4月29日（金・祝）65月1日（日）お渡し分については4月27日（水）午後3時までの受付となります。5月2日（月）のお渡しはございません。

新鮮な旬のネタを
盛り込んだ老舗職
人の味をお楽しみ
ください。

板
屋
町

彩り豊かに旬の食材をバランス良く
盛り込みました。革新的な京の味を
お楽しみください。
【九花】6オードブル（1折）5,400円

松
城
町

千
歳
町

千
歳
町

厳選した素材を使用したにぎり寿司とオードブルの盛合せ。
【紅すゞ め】にぎり寿司・オードブル盛合せ（1折）7,020円

地元食材にこだわった千歳町の
小料理店。美味しいおばんざいの
数 を々お楽しみいただけます。
【おばんざい えん】
4オードブル（1折）・・・・・・・・・・・・・3,240円

【板屋町 柚露】八寸（オードブル）（1折）・・・・・・・・・・・6,480円
【肴町 弁いち】特製弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
【肴町 串とも】串揚げ盛合せ（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,800円
【千歳町 割烹みその】オードブル（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円

ご注文はこちらから！ お早めにどうぞ！
※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。
※一部対応していない機種・アプリがございます。ネットエンデパ

【きくいち】
6特上にぎり盛合せ
（1折、約4人前）12,960円

2週開催！
次週予告

©Mitsuaki Iwago

予告

スニーカー
4ペウスタジアム
・・・・・・・・・・・22,000円
2ツインズ
・・・・・・・・・・・25,300円
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