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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。　　　　　　　　　　　

次週
予告
創業明治4年、
大和煮の老舗。
自慢のお揚げに、
10種類の具材を
詰め込みました。

肉厚のきつね揚げに、秘伝
のおだし。これぞ大阪の味。

銀座 木村屋總本店
［東京都中央区］2酒種５色
（桜・小倉・けし・うぐいす・白、各1個、
5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・900円

江戸三・大和屋
［大阪市西区］
6浪花いなり
（10個入）1,404円

　　  大阪 あかしや
［大阪府枚方市］4大阪名物 
お好み焼き豚玉（1枚）650円

庵月［大阪市中央区］あんみつ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・464円

丸福珈琲店
［大阪市中央区］
4アイスコーヒー
瓶詰め（加糖・無糖）
（１瓶、125㎖）各399円

新世界グリル梵［大阪市北区］
2ビーフヘレカツサンド ハーフ
（4切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円

エプバンタイユ［大阪市中央区］
4BIGビーフカツレツ&ピラフ（1人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

道頓堀 今井［大阪市中央区］
4きつねうどん（1人前、うどん玉170g、
濃縮おだし200㎖、きつね揚げ、ねぎ、七味）
・・・・・・・・・・・・・810円《各日50点限り》

スウィーツコレクション

●いかやきやまげん
  大阪名物！玉子入いかやき【ネットもOK】
●中村食品 いか姿焼き【ネットもOK】
●西原商店 キンパ【ネットもOK】
●アンジュ ポテりーむ
●うえだ屋 自家製豚角煮【ネットもOK】 
●嶋屋 名物あべのポテト【ネットもOK】 

●甘食・茶屋 結
昔なつかし甘食パン【ネットもOK】

誠に勝手ながら、8月24日（水）は休業日とさせていただきます。お知らせ

■8月25日木630日火
■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。

ネット注文はこちら！

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。

■8月17日水623日火 ■本館地下1階

人気商品を並ばずゲット！
ネットで注文&決済
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

藤熊食品
［大阪府茨木市］
4玉ねぎ
たっぷり天
（1個）
・・・・・350円

新登場

新登場

新登場

そのほかの出店

ネット注文限定

Patisserie Cher 
Cheur［愛知県名古屋市］
8台湾カステラ（1箱）
・・・・・・1,200円《各日60箱限り》

ミスターフレンドリーカフェ
［東京都渋谷区］8ホットケーキ・トート
バッグセット（お好きなホットケーキ2パック〈36個〉
+トートバッグ）1,755円《各日50セット限り》

  　　私のプリン［大阪府大阪市］
4①プレーンプリン（1個）460円

有職たい菓子本舗
天音［東京都武蔵野市］
8たい菓子（1個）240円

まいこのマドレーヌ［北海道白老郡］
6ジョージ農園のハスカップ
サンデー（1個）・・・・・・・・・・・・・・500円

ベジたる［大阪府堺市］
4おとうふドーナツ（1個）130円
●よりどり10個・・・・・・・・・・1,080円

マサズマラサダ
［神奈川県鎌倉市］
8シナモンシュガー
マラサダ（1個）220円

　　  メイフルーツ
［静岡県浜松市］
8フルーツゼリー各種
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・390円から

　     cannelé de TOKYO（カヌレ・ドゥ・トーキョー）
［東京都荒川区］7カヌレグラッセ各種（1個）・・・・・320円

　　  OCA JAPAN
［静岡県浜松市］
8㊧シナモンカカオプリン（1個）
㊨ダークチョコプリン（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各496円

　　  Butters
［東京都世田谷区］
2クラフトバター
ケーキ（5個入）
・・・・・・・・1,350円

新登場

新登場

新登場

新登場

新登場

三日月屋［福岡県福岡市］
8クロワッサン（1個）
246円から

①

②

②大阪ミックス
ジュースプリン
（1個）・・・・・・500円

※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。

※各県産以外の原材料を使用している商品もございます。

そのほかの出店

イベントスペース
〈おいしさGarden〉



※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

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
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 （受付時間:正午6午後9時30分）

※8月24日（水）は休業日とさせていただきます。

6人のクリエーターが織りなすSLOWの世界。
自分らしく楽しむ心地よい暮らしに彩りを
添える作品をご提案いたします。

期間
限定

ショ
ップ SLOW
-日々 の暮らしを楽しむ-
■　　 8月18日（木）621日（日）

■新館6階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場
あす

期間
限定

ショ
ップ

4海軍発行公式手配書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・660円
2ルフィの麦わら帽子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円

ONE PIECE 麦わらストア出張店 LITTE 
浜松が開催決定!人気商品も多数取り揃
えて販売いたします。

ONE PIECE 麦わらストア
出張店 LITTE 浜松

■　　 9月1日（木）627日（火）
■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

予告

トートバッグ夏まつり
（アクリルキーホルダー付き、35×5×
高さ38㎝）・・・・・・・・・・・・・2,860円

防災セット ラピタ スタンダードα（1人用）
（33×16×高さ46㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,380円
※商品のお渡しはご注文を頂いてから約1ヶ月後となります。

防災用品のトップブランド〈ラピタ〉。防災士
が監修したセットです。

〈ラピタ〉防災セット
期間限定承り会

MOOMIN
POP UP STORE
by Small Planet

期間
限定

ショ
ップ

■　　 8月31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

予告

プレゼント　　　　　  期間中、6,600円以上お買上げのお客様に、ポ
ケットサーモボトル（非売品）をプレゼント! ※数に限りがございます。
無くなり次第終了とさせていただきます。

■　　 8月25日（木）69月6日（火）
■本館6階 紳士洋品 ※最終日は午後4時閉場

予告

8/18木 -23火本館8階 催会場あす
※各日午前10時6午後６時、最終日は午後5時閉場 ※お問合せは、TEL.053（457）5533［直通］まで
■共催/テッド株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目22番地17号TOCビル 12階48号

3,300円以上お買上げで
期間中もれなく!

※上記プレゼントが
品切れの場合は、他の
商品に変更となります。

婦人・紳士服から宝飾や生活雑貨まで、お買得が盛りだくさん！

8・カーディガン7,590円
・カットソー・・・・・・・・・・6,490円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・9,790円
4チュニック・・・・・・・7,700円

4エレガンストート
バッグ・・・5,500円

8帽子各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,850円から

4・レースボレロ
8,800円
・ワンピース
8,800円

プラチナダイヤモンド
リング（ダイヤモンド計0.20ct）
・・・・・・・・・・・・・・・49,500円
《現品限り》

6プラチナ
ダイヤモンド
ペンダント
（ダイヤモンド計0.50ct、約45㎝スライドネックレス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,000円《現品限り》

4シェニール
マット各種
①（約50×80㎝）
・・・・・・2,200円
②（約60×90㎝）
・・・・・・2,970円
③（約70×120㎝）
・・・・・・4,620円

婦人服・
雑貨

婦人
ブラック
フォーマル

宝 飾

インテリア・
生活雑貨

毎日見逃せない！ 各種日替りお買得品もご用意！

マイ保冷温ランチポット（360㎖）
期間中、会場にて3,300円以上お買上
げのお客様に「マイ保冷温ランチポット
（360㎖）」を差しあげます。
お一人様1点限り

①

②

①コンフォートシューズ各種
（22.5～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
②パンプス各種（22.5～24.5㎝）5,500円

8コットンキルトマルチカバー
・（約200×200㎝）9,900円・（約200×250㎝）12,100円

フォーマルにお使いいただける
パールアクセサリー
もお買得！
アコヤパールネックレス・
イヤリングセット（ネックレス：
約7.5～8.0㎜珠、長さ：約42㎝、
金具：シルバー、イヤリング:約8.0～
8.5㎜珠、金具：シルバー）
・・・・55,000円《2点限り》

紳士服

6半袖
ポロシャツ
5,500円

4半袖
カジュアル
シャツ
5,500円

③

②①

6・ブラック
フォーマル
アンサンブル
53,900円
・フォーマル
バッグ各種
・・・6,600円

6ナイロン
ショルダーバッグ
・・・・・・・・・・4,950円

◀詳しい情報
はこちらから！
※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。
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小説「ムーミン谷
の夏祭り」のワン
シーンを再現した、
アクリルキーホル
ダー付きトートバッグです。
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