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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。　　　　　　　　　　　

※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。※ポイント付与・ポイントでのお支払いは除外とさせていただきます。本館2会場で2週開催！！

人気商品を
並ばずゲット！

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

マークのついている商品はネットショッピングで事前注文が可能です。

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

小樽洋菓子舗 ルタオ［小樽市堺町］
6パフェドゥフロマージュ
～道産3種チーズ×道産エリモ小豆～
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・1,998円《各日30個限り》

北海道観光物産興社
［札幌市白石区］

どるちぇどさんちょ［札幌市中央区］
①とろまーじゅ（1個）・・・・・・・・・・291円
②レモンマンゴーのタルト（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378円

アリスファーム［余市郡赤井川村］
農場マフィン
①ミルキーベリー（1個）・・・・451円
②アスパラ&コーン（1個）451円

プルマンベーカリー［札幌市西区］
①道産牛のビーフ&チーズカレー
パン（1個）430円
②ブルーベリーチーズパイ（1個）310円

市場めし兆［札幌市中央区］
漁場弁当（1折）・・・・・・・2,592円

豚丼ポルコ［函館市松風町］
函館塩豚丼弁当（1折）1,300円

やきにくれすとらん沙蘭［函館市本町］
焼肉屋さんの道産牛・道産ホタテ
のステーキ弁当（1折）・・・2,484円
《各日100折限り》

本館8階 催会場その他の出店 ●釧路おが和［釧路市材木町］いくら醤油漬 ●山下水産［寿都郡寿都町］生たき牡蠣甘露煮 ●マルダイ水産［札幌市清田区］ゆで毛ガニ ●テイネフーズ［札幌市手稲区］まるごと貝柱
●味の匠［函館市大森町］まるごとタコのペペロンチーノ ●十勝大望［中川郡幕別町］かぼちゃフレーク・とうもろこしフレーク ●井原水産［留萌市船場町］味付子持昆布 ●大澤水産［北見市東相内町］真ほっけ開き 
●椎野商店［北見市北一条西］紅鮭  ●もりもと［千歳市千代田町］北海道の豆えらびどら焼き ●炭や［旭川市5条通］炭や塩ホルモン●富良野SHINYA［富良野市朝日町］ふらの雪どけチーズケーキ4種のアソート
●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 ●六花亭［帯広市西2条南］マルセイバターサンド【ネット】                                        ●いちふじ柴田商店［小樽市花園］新緑グリーンアスパラ 
●シーフードファクトリー北海道［札幌市中央区］かにと帆立とアスパラバターのピッツァ●十勝プライド［河東郡音更町］オリーブの涙プレーン ●富良野牧場［富良野市東鳥沼］ハーブレモンフランク 
                                    　●牧家［伊達市乾町］牧家の白いプリン ●THE・BACON［札幌市豊平区］生ハム ●大金ハム［札幌市中央区］赤身コンビーフ ●札幌の森［札幌市豊平区］カタラーナ

花畑牧場［河西郡中札内村］
4北海道十勝コーンパン（1個）・・・・・・・・・・・・・240円

カッサータフルーツ
（250g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,180円

Fruits Studio［帯広市西4条北］
4フレンチトースト缶（約200g）・・・・・・・・・・・・880円

小川商店［虻田郡洞爺湖町］
北海道産生ウニ塩水パック（80g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

なると屋［小樽市新光］
若鶏半身揚げ（1個）980円

山丁長谷川商店［函館市広野町］
真いか塩辛・・・・・・・（100gあたり）648円
●天然カット真昆布 ほか①じゃがポックル（18g×10袋）

 885円《各日600個限り》
②【新登場】ホワイトサンダー
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

レ・ディ・
ローマ
プラス
［札幌市南区］

北見カーリングカスタ［大通西］
 6カーリングカスタ（冷凍・24個入）
　　　　　・・・・・・・・・1,080円《200箱限り》

■本館8階 催会場 ■本館地下1階　　イベントスペース
〈おいしさGarden〉 

実 演

実 演 実 演

実 演

①

①

①

①②

② ②

②
北見の女子カーリングチーム
「ロコ・ソラーレ」のサイン入り
ストーンを展示いたします!

5/11水623月本館8階 催会場 ※各日午前10時6午後7時、最終日は午後3時閉場。
5月17日（火）は一部出店店舗入れ替えのため、午後6時閉場。

1週目のみの出店（5/11水617火）

2週目のみの出店（5/18水623月）

4さとほろ
いちごみるく
＆ハスカップ
ソースと
ベリーベリー
ヨーグルト
（1個）600円

実 演実 演実 演

北見ハッカ通商［卸町］カーリング
ストーンケース・メンタブセット（ケース・
メンタブ、各1点）880円《200セット限り》

すし処雑魚亭［函館市松風町］
4【遠鉄オリジナル】渉海（しょうかい）
（1折）・・・・2,970円《各日50折限り》

実 演



※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

KANEBO オン スキン エッセンス V/ Fキット
（オン スキン エッセンスV／F〈現品〉、クリーム イン デイ8g、クリーム 
イン ナイト8g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円

オン スキン エッセンスに、朝・夜用のクリーム
のミニサイズがついたお得な限定キットです。

ヒールアップスニーカー
（21.5～25.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円

〈ダイアナ〉のスニーカーブランド〈+diana〉
から美脚効果抜群のヒールアップスニーカー
が登場!

パンダの顔が実物大にプリントされた存在
感抜群のTシャツ。耳と目は植毛加工でふさ
ふさの手触りです。

〈+diana〉フェア
■5月11日（水）617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

〈カネボウ〉新作ご紹介
■あさって5月13日（金）発売 

■本館1階 化粧品

〈SUaSHI（スウェイシー）〉（22.0～25.0㎝）9,790円から

ストレッチ素材が足全体を包み込み、素足で
いるかのような感覚になれる靴。アーチクッシ
ョンの履き心地の良さを、ぜひご体感ください。

〈シューズイン神戸〉
■5月11日（水）617日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈カスリラ〉備後絣
■5月11日（水）617日（火）

■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

〈アナスイ セレモニー〉
夏のブラックフォーマルフェア

■5月11日（水）631日（火）
■本館4階 婦人フォーマル

ディズニー
アートコレクションフェア
■5月11日（水）624日（火）

■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

〈ビーアンキシャス〉期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■5月11日（水）617日（火）
■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

〈キタムラK2〉
■        5月18日（水）624日（火）

■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

〈カスリラ）は165年以
上の歴史をもつ備後
織物を使い、絣の上
質感を活かして、生活
に良質なゆとりのある
ナチュラル系ファッショ
ンをご提案いたします。

税込22,000円以上お買上げの
お客様、先着30名様にオリジナル
ノベルティをプレゼントいたします。

フレンチ袖ワンピース
（サイズM～L）31,900円
プレゼント

〈ディズニーファインアート〉
Where the Road Meets the Sea
（作家：Manny Hernandez、67.5×93㎝）382,800円

ⓒDisney

レース襟とドット柄が
キュートなワンピース。
フロントのインバーテッド
プリーツが縦のライン
を強調し、可愛らしさ
とスタイルアップがどち
らもかなう一着です。

期間中、対象商品をお買上げの
お客様先着20名様に〈アナスイ〉
ハンカチをプレゼントいたします。

プレゼント

ワンピース
（7～11号）・・・・69,000円
《各サイズ1点限り》

パンダTシャツ（S~XL）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,700円

横浜元町発トラ
ディショナルバッグ
ブランド。カジュア
ルな装いにもおす
すめなアイテムな
ど幅広くご紹介い
たします。

税込16,500円以上お買上げのお客様先着
30名様にオリジナルミニタオルをプレゼントいたします。

プレゼント

2WAY牛革ハンドバッグ
（25×14×高さ20㎝）34,100円

予告

世界中の人 に々愛されるディズニーの世界。
映画のシーンを基に最新のテクノロジーで完
成したアートエンターテイメントをご紹介します。

■2022年 5月13日（金）622日（日）2022年 5月14日（土）・15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枚さしあげます。

～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
イトキンファッションフェア予告 予告

会期中、対象売場でお買上げいただくとえんてつカードポイント5倍！
税込20,000円以上お買上げで「札幌おかきoh焼きとうきび6袋入り」プレゼント！
※なくなり次第終了とさせていただきます。

※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。 ※詳しくは売場販売員におたずねください。

ロイズ［札幌市北区］
4生チョコレート［オーレ］
（20粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777円

まいこのマドレーヌ［白老郡白老町］
①純生オムレット（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・500円《各日100個限り》
②ベリーベリーオムレット（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・594円《各日100個限り》

マークのついている商品はネットショッピングで事前注文が可能です。

5/11水624火本館地下1階　　イベントスペース
〈おいしさGarden〉 

本館地下1階 イベントスペース〈おいしさGarden〉 その他の出店 ●佃善［札幌市手稲区］じゃが豚 
●肴や一蓮蔵［札幌市西区］かにしゅうまい ●おたる拓洋［小樽市花園］アスパラ天 

●北海道純馬油本舗［千歳市白樺］北海道純馬油本舗ピュアバーユ
●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

●カントリーホーム風景［河東郡鹿追町］ミルクソフト その他乳製品

じゃがいもHOUSE［札幌市中央区］
道産チキンとチーズのクリームコロッケ
（1個）・・・・・・・・432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

ショコラの四季［HOKKAIDO］
（10種計40個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,497円

【初出品】ロイズバー
チョコレート［ピスタチオ］
（6本）972円《数量限定》

札幌蟹工船
［札幌市中央区］

6豪快かにかに弁当
～炙りホタテ添え～（1折）
・・・・・・2,484円《各日50折限り》

スイートオーケストラ
［札幌市白石区］
白石あんぱん（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・350円《各日400個限り》

①

②

※各日午前10時6午後7時、最終日は午後6時閉場。 
5月17日（火）は一部出店店舗入れ替えのため、午後6時閉場。

1週目のみの出店（5/11水617火）

2週目のみの出店（5/18水624火）

本館2会場でたっぷり2週開催！！
ネットエンデパより詳しい情報はホームページをチェック！

　　　　　　　　　　■新館2階〈MKミッシェルクラン〉〈ミッシェルクラン〉
　　　　　　　　　　■本館3階〈シビラ〉
■本館4階〈モジュレーション〉 小さなサイズのパールサイズ（イトキンブランド）

対象売場

実 演
実 演
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