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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。　　　　　　　　　　　

佐近［京都市右京区］京の味がさね
（1パック）1,512円

次週
予告

◉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

遠鉄タクシーお届けサービス

ネットで注文 & 決済
店頭渡しサービス

人気商品
を並ばず
ゲット！

ネット注文限定

古都が届ける、味わい深い夏の美味を。

京都の夏の風物詩、はもの照り焼きと湯
引きの寿司盛り合わせです。

国産大豆の栄養と旨味が凝縮された
逸品です。

華ぜる
［京都市左京区］
6華ぜるの贅沢
サンド（1パック、玉子
サンド・牛ヒレカツサンド・
海老カツサンド）
・・・・・・・・・・・・1,728円

ANDE
［京都市伏見区］
4マンゴー
オレンジ
デニッシュ 
ハーフ（3枚）
・・・・・756円

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

◀ネット注文は
こちらから！

▼ご注文は
こちらから！

京だんご藤菜美［京都市東山区］
わらび餅3色詰合せ（1折、約500g）・・・・・・・・・・・・・・・1,250円

　　  鶏匠風雅［中央区銀座］国産
鶏もも肉1枚揚げ（100ｇ当たり）486円

福生ハム［福生市福生］
2骨付きハム（100ｇ当たり）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・735円

　　  大樹［八王子市堀之内］
丸餃子（15個入）・・・・・・・・・・・1,080円

　　  浅草梅園
［台東区浅草］6あんみつ
（280ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

　　  深川太郎［北区滝野川］
8深川めし弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

東京ミルクチーズ工場
［新宿区新宿］
8ミルクチーズケーキ
（1ホール）・・・・・・・・・・・・・1,944円

浅伊［中央区銀座］
8A5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 新登場

新登場

新登場

新登場

　　  サンカヤ［武蔵野市吉祥寺］
ローストココナッツ入りココナッツジェラート（１個）500円
新登場

ガナッ
シュと

マシュ
マロが

ふわト
ロ

の焼
き上
がり!

A5ランク和
牛

の圧倒的

とろける食
感!

●まざあぐうす 京のふんわりクリームシフォン【ネットもOK】
●ぴょんぴょん堂 京懐紙 秋草（三色摺）
●味工房 志野 ゆず白味噌ドレッシング【ネットもOK】
●京都・ごまの専門店ふかほり 金つきたてごま【ネットもOK】
●賀茂とうふ 近喜 湯葉とうふ【ネットもOK】
●とり山卯吉 鶏の黒酢南蛮九条ねぎ和え【ネットもOK】
●くらま辻井 うなぎ・かき・あさり豪華三色弁当【ネットもOK】
●京料理 井筒 祇園鯖寿司【ネットもOK】
●井筒八ツ橋本舗 生八ツ橋【ネットもOK】
●すぐきや すぐき漬

そのほかの出店

京ゆば 湯葉弥［京都市下京区］ 
くみあげ湯葉（5枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

　　  寿庵［青梅市今井］
べったら漬け（約300ｇ）・・・・・594円
新登場

　　  MITSUBOSHIYA
［江東区深川］8ロッキー・スモア（１個）380円
新登場

低糖・低カロリー南国ムード漂うスウィーツ！

　　  シェアイート
［中央区銀座］4超低糖質
フィナンシェスタンドボックス
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円

イベントスペース
〈おいしさGarden〉

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。

※東京都以外の原材料を使用している商品もございます。

■8月3日水69日火

※各日午前10時6午後7時、最終日は午後6時閉場 ※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。

■本館地下1階

※一部対応していない機種・
アプリがございます。

■8月10日水616日火 ■本館地下1階 〈おいしさGarden〉イベント
スペース

※京都府以外の原材料を
使用している商品もございます。

　　　銀座 福つち［中央区銀座］
天然まぐろ中とろづくし（1折）2,160円
新登場



※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

各日午後5時6午後10時【雨天中止】
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

■8月3日（水）69日（火）
■本館地下1階 イベントスペース
　〈おいしさGarden〉
※最終日は午後6時閉場

■主催 ツイステ展実行委員会 ■協力 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 
■協賛 ディズニー★JCBカード

チケットのご購入はローソンチケット（Lコード：46666）にて

ネットショッピングで事前注文受付中！
当日は店頭で並ばず、商品を
まとめて受け取るだけ！
ご注文は前日午後3時まで QR

◀ご注文は
こちら！
※一部対応
していない
機種・アプリ
がございます。

お盆のおもてなしに、帰省の家族団欒のごちそうに。
〈柿安本店〉
●黒毛和牛焼肉用切り落とし（500ｇ、1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900円
　《8月11日（木・祝）614日（日）までの販売》
●黒毛和牛バラ焼肉用（400ｇ、1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,800円
　《8月11日（木・祝）614日（日）までの販売、各日10パック限り》
　　

●国内産黒毛和牛お楽しみ袋（黒毛和牛サーロインステーキ150ｇ×2枚、
黒毛和牛ミスジ焼肉用300ｇ、黒毛和牛焼肉用切り落とし400ｇ、松阪牛万能切り
落とし300ｇ、焼肉のたれ〈中辛〉1本、保冷バッグ・保冷剤付）16,200円
《8月11日（木・祝）614日（日）までの販売、各日10点限り》 

●松阪牛量り売り29％OFF《8月11日（木・祝）614日（日）までの販売》 

■本館地下1階

〈紅すゞ め〉にぎり寿司＆オードブルセット（4～5人前）・・・・・・・・・・18,360円
《8月11日（木・祝）615日（月）までの販売》 ■本館地下1階

お子様から大人まで楽しめる、豪華なにぎり寿司とオードブルのセット。
【出品店舗】〈千歳町/千歳 きくいち〉
〈千歳町/割烹みその〉〈肴町/串とも〉〈肴町/弁いち〉

6〈串とも〉串揚げ盛り合わせ
（24本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,800円

ネット予約
限定販売

6〈杉井酒造〉杉錦 生酛 純米大吟醸（720㎖）2,420円
①〈カケガワビール〉
カケガワ クラシック
（330㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・539円
②〈オクタゴン〉
ブレイクアウェイ IPA
（330㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599円
③〈ベアードビール〉
ライジングサン ペールエール
（330㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・495円
■新館地下1階

6〈RF1〉洋食アソートセット
（1パック、約2～3人前）・・・・・・・・・・・・・1,674円
■本館地下1階

4〈柿安ダイニング〉
ガーリックローストビーフ
～香ばしソテー～
（100ｇ当たり）・・・・・・1,447円
■本館地下1階

① ② ③

茅乃舎だし（8g×30袋、240g）1,944円

福岡の「御料理 茅乃舎」の料理長が、焼
きあご、かつお節、うるめいわし、真昆布を
バランスよく配合して作った「茅乃舎だし」。
厳選した国産素材を使い、化学調味料・
保存料無添加で作られています。

久原本家 茅乃舎
期間限定ショップ

ネットでのご注文も承ります。詳しくはこちら！
※一部対応していない機種・アプリがございます。

〈築地 中島水産〉
①刺身盛り合わせ船盛
（約3～4人前）・・・・・・3,800円
《8月11日（木・祝）6
14日（日）までの販売》
②上にぎり盛り合わせ
（36貫）・・・・・・・・・・・・・・・6,800円
《8月11日（木・祝）6
14日（日）までの販売》
■本館地下1階

①

②

ネット注文限定 遠鉄タクシー お届けサービス

※写真は調理・盛り付けの一例です。※なくなり次第終了とさせていただきます。
■本館・新館地下1階 食料品

4〈健美幸房 鳳凰〉
中華オードブル
（約3～4人前）・・・・・・・・・・・・・4,320円
■本館地下1階
《8月11日（木・祝）614日（日）
までの販売》 

エヴァストア夏恒例イベント！限定Tシャツ
など各種エヴァTシャツを特集します。

 EVA T PARTY 2022 
in HAMAMATU

期間
限定

ショ
ップ

■8月3日（水）69月13日（火）
■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

　　　　　  3,000円以上お買上げのお客様にオリジナルポ
ストカード、10,000円以上でオリジナルポストカード+オリジナル
ビニールバックをプレゼント!

プレゼント POPなグッズから普段使いできるスタイリッ
シュなアイテムまで、幅広い商品をご用意
しております。

期間
限定

ショ
ップ トムジェリマーケット

POP UP STORE
■　　 8月10日（水）629日（月）

■本館5階 特設会場※最終日は午後4時閉場

予告

【完全ご予約制】〈タッドファー〉
毛皮リフォームご相談会期間

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。

■　　 9月9日（金）611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

予告

ご予約・お問合せはこちらから!
本館3階 婦人服 TEL.053（457）6555［直通］まで
◀こちらからWEBで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。

Before After

期間
限定

ショ
ップ

手入れの手間が
かからないインテ
リアグリーンを作
成してみませんか。

〈テラリウム〉期間限定ショップ
■8月3日（水）69日（火）※最終日は午後5時閉場
■本館2階 スペース２ ■定員/各回8名様 
■参加費/4,950円※人形代金別額

ご予約優先・先着制
◀ご予約はこちらの専用サイトから！
［お問合せ］本館2階 婦人洋品
TEL.053（457）5260［直通］まで
※一部対応していない機種・アプリがございます。

【1回目】11:00～12:30
【2回目】13:30～15:00
【3回目】16:00～17:30

【お渡し日】8/13（金）615（月）〈3日間〉
浜松・まちなか名店の味をご自宅で。

※当日券は会場にて販売いたします。完売の節はご容赦ください。

ワークショップ
タイムスケジュール

※最終日は2回目まで

※一部商品は8月11日（木・祝）午後3時までの承りとなります。
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