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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。　　　　　　　　　　　

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。

イベントスペース
〈おいしさGarden〉

※各県産以外の原材料を使用している商品もございます。

■6月15日水628日火 ■本館地下1階

日本全国の自慢の味が大集合！

見逃せない美味しさが加わった2週目もチェック！

※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。

1週目
6/15水621火
※各日午前10時6午後7時、
6月21日（火）は午後6時閉場

2週目
6/22水628火
※各日午前10時6午後7時、
6月28日（火）は午後6時閉場

3ガトーフェスタ ハラダ
［群馬県高崎市］グーテ・デ・ロワ
（簡易大袋、2枚入×13袋）・・・・・・・・・・・・・972円

8ピスタ&トーキョー［東京都千代田区］
ピスタチオサンド アソート（ピスタチオ＆ピスタチオ、ピスタチオ＆
フランボワーズ、各種5枚入、計10枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

4金沢まいもん寿司
［石川県金沢市］
金沢まいもん握り（1折・12貫）
3,780円《各日50折限り》

中村食品［大阪府大阪市］
いか姿焼き（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・648円

6桜島や［鹿児島県鹿児島市］
黒さつま鶏炭火焼き（100g当り）
・・・・・・1,080円《10㎏限り》

6利久［宮城県岩沼市］
牛たん贅沢弁当
（ねぎ塩）（1折）
・・・・・・・・・・1,728円

6御門屋［東京都目黒区］
揚まんじゅう・（6個入）777円
・（10個入）・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

6天音［東京都吉祥寺］
たい菓子つぶあん
（1個）・・・・・・・・・・・・240円

●西原商店［大阪府大阪市］キンパ【ネットもOK】
●中村食品［大阪府大阪市］いか姿焼き【ネットもOK】

717［京都府京都市］まめとしょうがのすぅぷ
（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

4lvorish 
TOKYO［東京都渋谷区］
フレンチトースト
フィナンシェ（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

【2週目】その他の出店 ●世界の山ちゃん［愛知県名古屋市］幻の手羽先【ネットもOK】
●萬坊［佐賀県唐津市］いかしゅうまい大まる【ネットもOK】

●崎陽軒［神奈川県横浜市］特製シウマイ【ネットもOK】
●ピスタ&トーキョー［東京都千代田区］ピスタチオサンド アソート【ネットもOK】

味の牛たん 㐂助
［宮城県仙台市］生牛たんしお味
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・1,782円

大徳寺さいき家［京都市北区］
穴子だし巻弁当（1折）1,620円

浅草小松亭［東京都台東区］
よくばり盛り（ナポリタン・オムライス・ハンバーグ）
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円《各日100折限り》

4元祖キリン堂
［愛媛県宇和島市］宗純餅
（500g）・・・・・・・・・1,080円

コーナーポケット
［山梨県韮崎市］
ぎゅぎゅっとシャイン
マスカット（1本）907円

4世界の
山ちゃん

［愛知県名古屋市］
幻の手羽先

（5本入）
・・・・・・600円

うえだ屋
［大阪府茨木市］
大阪名物
牛すじこん
にゃく炊き
（100ｇ当り）
・・・・648円

崎陽軒［神奈川県横浜市］
特製シウマイ（12個入）

                 ・・・・・・・・・1,420円

2週目も
出店！

2週目も
出店！

2週目も
出店！

2週目も
出店！

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

肉厚ジューシーなこだわり牛たんをご自宅で！

看板商品の「の
どぐろ」など、

新鮮なネタを
贅沢な握りで！

ピスタチオの
芳醇なコクを

引き出したス
ウィーツ！



※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

〈築地 中島水産〉本マグロ入お刺身5点
盛り合わせ（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円
《6月1８日（土）・19日（日）のみの販売》
■本館地下1階 鮮魚

期間
限定

ショ
ップ

期間
限定

ショ
ップ

プチ完熟白桃ぜりー（8個入）・・・・・・・・・・・・1,296円

一つひとつ丁寧に湯剥きし、裏ごしした
愛知県産の完熟白桃を贅沢に使用した
夏限定ゼリーです。

ポロシャツ（サイズ/M・L・XL）・・・・・・・・・・・・・・・16,500円

「オシャレに、おちゃめにカッコよく」がコンセ
プトのゴルフブランドが浜松初出店。スト
レッチ性に優れ、動きやすく高機能です。

期間
限定

ショ
ップ 〈春華堂〉リニューアル1周年

数量限定ロールケーキ新登場
■6月15日（水）から発売
■新館地下1階 和洋菓子

〈ラフ&スウェル〉
■本館6階 紳士服

〈創作桃菓 桃花亭〉
■6月15日（水）68月23日（火）
■新館地下1階 プラザB-1
※最終日は午後6時30分閉場

CACAO the ROLL（12㎝）・・・・・・・・・・・・・1,890円

100%カカオフルーツを使ったホールカカオと
水で仕立てたウォーターガナッシュの本物
の“カカオ”を味わうロールケーキ。

自宅にいながら、いつでもオンライントレー
ニングを楽しむことができます。 リファビューテック ドライヤープロ39,600円

〈SIXPAD HOME GYM〉
体験販売会

■6月15日（水）621日（火）
■本館3階 特設会場
※最終日は午後4時30分閉場

帽子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,500円から
※オーダーからお渡しまで約3週間頂戴いたします。

職人・水沼輝之が手仕事で制作するシゾー
ルやラフィアなどの天然草の材料を使用し
た帽子のオーダー会を開催いたします。

〈ワビサビズム〉

〈ReFa〉体験販売会期間
限定

ショ
ップ期間

限定

ショ
ップ

■6月15日（水）621日（火）
■本館3階 特設会場
※最終日は午後4時30分閉場

Made in Japan
をコンセプトに、
東京で職人が
1点ずつ手がけ
るバッグブランド。
丈夫なシュリンク
型押しを施した
牛革を使用して
おります。

〈A.D.M.J.〉

※写真はイメージです。

〈紅すゞ め〉父の日寿司御膳（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円
《6月1８日（土）・19日（日）のみの販売》
■本館地下1階 惣菜

夏を快適に過
ごせるウィッグ
をご紹介いた
します。

〈フォンテーヌ〉
夏のウィッグトライアルフェア
■　　  6月22日（水）628日（火）
■本館8階 催会場 ※最終日は午後5時閉場

予告

ミディアムスタイル
ヴァランVR08
・・・198,000円

プレゼント　　　　期間中、ご試着のお客様先着
30名様に「レトロ扇子」プレゼント。さらに
154,000円以上お買上げのお客様に全国
共通商品券2,000円分を差しあげます。

6〈鶏三和〉焼き鳥
盛り合わせ（4種、20本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,800円
《6月1８日（土）・19日（日）
のみの販売》
■本館地下1階 惣菜

〈柿安本店〉黒毛和牛ロース
ステーキ用（1枚、180g）1,680円
《6月1８日（土）・19日（日）のみの販売、
各日100枚限り》
■本館地下1階 精肉

net
注文対応

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。

ネットで事前注文承り中！

〈ゴディバ〉父の日お祝いメッセージ入り
バームクーヘン オ ショコラ
（1箱）・・・4,536円
■新館地下1階 
和洋菓子

8㊨〈旭酒造〉獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分
（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,706円
㊧〈萬乗醸造〉醸し人九平次 human 純米大吟醸
（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・3,176円 ■新館地下1階 和洋酒

本館８階 「夏のギフトセンター」
6月15日（水）67月19日（火）午前10時6午後6時※7月12日（火）・最終日は午後5時閉場
※お持ち帰りは、7月12日（火）まで

詳しいお問合せは、フリーダイヤル 0120-211552
ご希望のお客様には、夏のギフトカタログをご郵送いたします。

7/１９火まで

6/30木まで
早期割引

※商品の発送は6月17日（金）以降となります。
ネットエンデパ 好評承り中！7月19日（火）午後7時まで

※お一人様１点とさせていただきます。
※（28×11×高さ33㎝）

のご注文はえんてつ夏の

1回のお買上げ金額が税込10,000円以上の
お買上げで先着2,000名様に
　　〈フォション〉
トートバッグプレゼント！

※税込3,240円以上の商品が対象となります。

※一部送料込み商品がございます。

全国送料  無料

ネットショッピングだけの限定特典

ご注文はネットショッピングがお得！
いつでも！簡単に！ご自宅で！

日本上陸
50年記念

日時指定制

【受付時間：正午6午後9時30分】

各日午後5時6午後10時【雨天中止】2022 えんてつ屋上 ご予約はインターネットまたはお電話から
エンデパ

お電話でのご予約は
TEL.080-6988-4491［直通］

※一部対応していない機種・アプリがございます。

好評
開催中！
9/10
土まで

6/16木午後3時まで

■6月15日（水）621日（火）
■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

■　　  6月22日（水）628日（火）
■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

予告

（受付時間:正午6午後9時30分）

プロフェッショナルなブローをテクノロジーで再現。

net
注文対応

net
注文対応
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