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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。　　　　　　　　　　　

小川商店［虻田郡洞爺湖町］
北海道産生ウニ塩水
パック（80ｇ）・・・・・・6,966円

釧路おが和［釧路市材木町］
無冷凍いくら醤油漬
（100g当たり）・・・・・・・・・1,890円

プルマンベーカリー［札幌市西区］
①帆立シチューパン（１個）
・・・・・・・・・・・ 430円《各日200個限り》
②道産牛のビーフ＆チーズ
カレーパン（１個）430円
《各日200個限り》

THE・BACON［札幌市豊平区］
①生ハム（50ｇ）・・・・・・1,080円
②鹿クラコウソーセージ
（240ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
③エゾ鹿のバラベーコン
（200ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

古谷商店
［北見市北進町］
4熟成真ほっけ開き
（1尾）・・・・・・・・・1,250円

アリスファーム［余市郡赤井川村］
①豆乳マフィン・苺＆抹茶チョコ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・451円《数量限定》
②　　  豆乳マフィン・かぼちゃ＆
小豆あん（1個）・・・451円《数量限定》

「木を身につける。」をコンセプ
トにしたユニセックスの「木の
装身具」です。
●リング・・・・・・・・・・16,500円から
●キーホルダー8,800円から
●ボールペン 16,500円から

レザーショルダーバッグ
“TAZAショルダー”
（30×4.5×高さ18㎝）42,900円

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。

10月5日水618日火
※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。
※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。

イベントスペース
〈おいしさGarden〉 

■本館8階 催会場
■本館地下1階 

2週目のラインアップはHPをチェック！ エンデパ本館地下1階のラインアップは裏面へ▶

8階 1週目
※各日午前10時6午後7時、
10/11火は一部店舗入れ替え作業の
ため午後4時閉場

10/5水611火本館

※各日午前10時6午後7時、10月11日（火）は
午後4時閉場、18日（火）は午後3時閉場

※各日午前10時6午後7時、10月
11日（火）・18日（火）は午後6時閉場

ロイズ［札幌市北区］ポテトチップチョコレート（新じゃが）
（190ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777円《数量限定》

■10月8日土617日月 ■新館6階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

ISHIYA［札幌市西区］
4　　　　キャラメルマロン
ロール（1本）・・・・・・・・・・・・1,296円
2　　　    白い恋人シェイク
・（ホワイト・ブラック、各1個）各500円
・（ベリー、1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・600円

県内初出品

県内初出品

ISHIYA［札幌市西区］
4     　　　　白い恋人ソフトクリーム
（ホワイト・ミックス・ブラック、各1個）・・・・・・・・・各400円

県内初出品

新商品

小樽洋菓子舗 ルタオ［小樽市堺町］
トロマージュ（1個）

2,052円
《数量限定》

レ・ディ・
ローマ・プラス

［札幌市南区］
4ジェラート
2種盛 ブルー
ベリーレア

チーズ＆白桃
（1個）600円

●どるちぇどさんちょ［札幌市中央区］とろまーじゅ【ネット】

1週目のみの出店（10月11日火まで）●札幌の森［札幌市豊平区］よくばりカタラーナ ナイヤガラと白桃【ネット】
●シーフードファクトリー北海道［札幌市中央区］かにみそソースのカニドリア【ネット】
●マルダイ水産［札幌市清田区］ゆで毛ガニ ●豚丼ポルコ［函館市松風町］DXハーフ＆ハーフ豚丼弁当【ネット】
●すし処雑魚亭［函館市松風町］岬【ネット】●富良野牧場［富良野市東鳥沼］スモークモモハム
●北見ハッカ通商［北見市卸町］ハッカ油スプレー ●山下水産［寿都郡寿都町］生たき牡蠣甘露煮【ネット】

北海道のハンドメイド革製品 〈KEETS〉 北海道の木のアクセサリー 〈Guchico.〉
イタリアンオイルレザーを使
用し、裁断から縫製まで丁
寧に仕上げました。

予告
本館8階 そのほかの出店
●もりもと［千歳市千代田町］ハスカップジュエリーホワイトMIX
●山丁長谷川商店（生珍味・乾珍味・昆布）［函館市広野町］真いか塩辛・真昆布カット
●炭や［旭川市5条通］炭や塩ホルモン【ネット】●富良野SHINYA［富良野市朝日町］ふらの雪どけチーズケーキ
●椎野商店［北見市北一条］紅鮭【ネット】●十勝大望［中川郡幕別町］かぼちゃフレーク【ネット】

なると屋［小樽市新光］
8若鶏半身揚げ（1個）980円

マーレ旭丸［久遠郡せたな町］
漁師のいかめし（ホタテ入）
（２個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円

市場めし兆
［札幌市中央区］
8漁師弁当-北海
道産生ウニ入り-
（1折）・・・・・・・・・3,780円
《各日50折限り》

実演① ①
②

①

②

②

③

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

実演

実演

実演

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。

ネットで注文&決済

遠鉄タクシー
お届けサービス

ネット注文
限定

有料

やきにくれすとらん沙蘭
［函館市本町］4道産Ａ５ランク
黒毛和牛とはこだて大沼黒牛
のステーキ盛り合わせ弁当（1折）
・・・・・・・・2,592円《各日100折限り》

実演
実演



送料半額！
■12月25日日まで※店頭承りは11月1５日（火）から

和・洋 二段重（約18.5×18.5×高さ4.1㎝、
約2～3人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,700円

ネット先行予約受付中!

ネットショッピングなら11/30水までのご注文で ※一部送料込み
商品がございます。

※一部対応
していない
機種・アプリ
がございます。

ご注文はこちらから！たん熊北店×
オテル・ドゥ・ミクニ
コラボレーションおせち

新
登
場

母趾にやさしい
①美シューズ（22.5-24.5㎝）
②スニーカー（22.5-24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・各7,700円

靴型やソールの
独自開発、やわ
らかな素材の採
用により、快適な
履き心地を追求
しました。

SUaSHI
（スウェイシー）
（22.0～25.0㎝）
9,900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。軽量＆
ふかふか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。

期間
限定

ショ
ップ

■10月5日（水）611日（火）
■本館2階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

〈レフグラフファイン〉
たわしの里
（画寸28.5×高さ38.2㎝）
・・・・・110,000円
《限定部数330部
（版上サイン・承認落款入）》

越前和紙を原料
に高度な色彩表
現を可能にした
デジタル処理に
よる版画技術を
ご覧ください。

日本の四季ふるさとの詩
原田泰治版画展

〈シューズイン神戸〉〈アキュアーズ〉 期間
限定

ショ
ップ

■10月5日（水）611日（火）
■本館2階 スペース２ ※最終日は午後5時閉場 ■10月5日（水）611日（火）

■本館５階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

アンサンブル（9号・13号）
・・・・・・・154,000円
《各サイズ1点限り》

羽織るだけで
装いが決まる無
双仕立てのジレ。
ペザントスリーブ
のボリューム感と
リバーレースのカ
フスがアクセント。

〈ニナ リッチ〉90周年フェア
■10月5日（水）618日（火）

■本館4階 婦人フォーマルサロン

プレゼント
10,000円以上お買上げ
のお客様にナチュラルマ
ルシェBAGをプレゼント
いたします。

プレゼント
期間中、〈ニナ リッチ〉ウェア
をお買上げいただいたお
客様に粗品をプレゼント
いたします。 日本のアニメ作家版画展

①

② 同時開催

■本館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈DEAN & DELUCA〉期間限定ショップ

世界中の美味しいものを集めた
食のセレクトショップが遠鉄百貨店初登場！
 厳選された食品やキッチン雑貨など、一堂に取り揃えてご紹介いたします。

6ピスタチオピスタチオ
クリーム（150ｇ）
・・・・・・1,728円

地中海沿岸でとれるピスタチオを
贅沢に使用した、濃厚な味わいの
ナッツクリームです。

アイシングやジャムサンド、キャラ
メル、ナッツなど11種類のアメリ
カンクッキーを詰め合わせました。

イタリア・トスカーナ産
のオリーブ3品種をブレ
ンドした、ノンフィルター
タイプのエキストラバー
ジンオイルです。

6種類のチーズを少量ず
つ試せる嬉しいセット。

スポンジごとに6種類（ストロベリー、オレ
ンジ、レモン、グリーンアップル、ブルーベリー、グレープ）
の味が楽しめるフルーツフレーバー
のケーキです。

レインボーケーキ（1パック）648円

4アメリカンクッキー缶
・・・・・・・・・・・・3,024円

6トートバック（チャコールグレー）
①Ｓ 2,310円②Ｌ 2,750円

6トスカーナ産
オリーブオイル（100㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,026円

8チーズセレクション
6種（1パック）・・・1,512円

　  コットン製のオリジナルトート
バック。マチが広くたっぷり入る
Ｓサイズと、Ａ4サイズのノートが
入り、肩かけもできるLサイズを
ご用意しました。

①

②

北海道観光物産
興社［札幌市白石区］
じゃがポックル（10袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050円

札幌蟹工船［札幌市中央区］
6かに大漁弁当～炙りホタテ添え～
（１折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円
《各日50折限り》

じゃがいもHOUSE
［札幌市南区］【1週目限定商品】
6十勝のとろけるチーズと舞茸
としめじのクリームコロッケ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・453円《各日100個限り》

テイネフーズ［札幌市手稲区］
まるごと貝柱（1袋、140ｇ）2,592円

スイートオーケストラ
［札幌市白石区］モンブランケーキ
（1ホール）1,380円《各日50個限り》

肴や一蓮蔵［札幌市中央区］
かにしゅうまい（6個入）1,188円

佃善［札幌市手稲区］
じゃが豚（12個入）・・・・・・・1,188円

牛の里［白老郡白老町］8ビーフ
ハンバーグ（110ｇ×4）・・・1,080円

本館2会場で2週開催！
10月5日水618日火

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。

樽八［札幌市北区］ほたて松前
（100ｇ当たり）・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

おたる拓洋［小樽市花園］
ほたてチーズ焼（1枚）・・・864円

〈おいしさGarden〉 

■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後7時、10月11日（火）は午後4時閉場、18日（火）は午後3時閉場

■本館地下1階
※各日午前10時6午後7時、10月11日（火）・18日（火）は午後6時閉場 

イベント
スペース

詳しい情報、
2週目の

ラインアップは
HPをチェック！
エンデパ

1週目
※各日午前10時6午後7時、
10/11火は一部店舗入れ替え作業
のため午後6時閉場

10/5水611火

まいこのマドレーヌ
［白老郡白老町］
【1週目限定商品】
純生ショコラオムレット
（1個）・・・・・・・・・・・・・・594円

1階地下

実演

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

1週目
のみ出店

※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。

MAIKO'S BAKE
［白老郡白老町］
6【1週目限定商品】たっぷり
コーンとチーズのキッシュ
（1個）399円《各日100個限り》

●六花亭［帯広市西二条南］マルセイバターサンド【ネット】
本館地下1階 そのほかの出店

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
（60g）・・・1,100円

実演

実演
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