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〈フライング タイガー コペンハーゲン〉
 期間限定ショップ

■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後6時まで

北欧から可愛い
クリスマスアイテムが
続々と入荷！

浜 松
初登場！

12月16日（金）・17日（土）・23日（金）・24日（土）は午後7時30分まで営業いたします。本・新館地下1階～7階

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。

〈鶏三和〉
名古屋コーチンもも焼き（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
※店頭販売/12月23日（金）625日（日） ■本館地下1階 惣菜

ご注文は12月19日月午後3時まで！

ネットでのご予約はこんなに便利！ ご注文はこちらから！

お渡しは12月24日土・25日日となります。※一部商品は12月24日土のみのお渡しとなります。
このマークがついている商品は
ネットで事前注文・店頭受取が可能です。

このマークの付いている商品は
店頭販売しております。【掲載商品のマークについて】

4〈ブールミッシュ〉クリスマス・苺
ショートケーキ（径12㎝）・・・・・・・・・・・・・3,672円
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
■新館地下1階 洋菓子

〈RF1〉桜島どりのもも肉ロースト
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
■本館地下1階 惣菜

　　　　 〈サン・ラファエル〉いちごの
生クリームケーキ（径15㎝）・・・・・・4,800円
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
■新館地下1階 洋菓子

〈柿安ダイニング〉柿安がおすすめ
するローストビーフオードブル
（約3人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,980円
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
■本館地下1階 惣菜

〈菊一本店〉寿司重（約3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,580円

〈紅すゞ め〉にぎり寿司＆
オードブルセット（4～5人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円

〈健美幸房 鳳凰〉クリスマスオード
ブル（約3～4人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・4,644円
■本館地下1階 惣菜

6〈ワインショップ・エノテカ〉
ルイ・ロデレール コレクション
（750㎖〈白泡×1本〉）・・8,800円
■新館地下1階 
〈ワインショップ・エノテカ〉

12月17日土・18日日店頭販売
〈トップス〉チョコレート
ケーキ R・・・・2,160円
《各日100台限り》
■新館地下1階
特設会場

STATION

イ・コ・イ
スクエア
3階

クレジット決済でお支払いすると
えんてつポイント5倍

抽選会場/イ・コ・イ スクエア地下1階

12/17土・18

12/14水620火

えんてつカード〈ポイント専用カード〉、えんてつカード〈ポイント
＆プリペイドカード〉、えんてつカード〈ポイント＆クレジットカード〉
と期間内のお買物レシート3,000円以上（合算可）をご提示で、
1回抽選会にご参加いただけます！（お1人様1回限り）

※お問合せは、本館7階 えんてつカードカウンター
TEL.053（457）5548〈午前10時6午後7時〉

さらに、当日のお買物でえんてつ〈ポイント＆クレジットカード〉にて
クレジット決済をされた方にはプラス1回抽選にご参加いただけます。

遠鉄百貨店商品券20,000円分 《7名様》
UCギフトカード2,000円分 《100名様》
〈無印良品〉お楽しみお菓子 《1,000名様》

えんてつ〈ポイント＆クレジットカード〉会員様限定

日2days
2日間限り

1等
2等
3等

ポイントアップ対象フロア
本館1階～7階、新館1階、2階、6階
※〈ルイ・ヴィトン〉、〈ロレックス〉、〈ティファニー〉、
〈カルティエ〉、食料品、各階喫茶、商品券など、
一部対象外商品・売場がございます。
※えんてつポイント付与除外店舗・商品につき
ましては、ポイントアップの対象外となります。

1,000円から
600円 

※料金はお届け場所によって異
なります。ご自宅までお届けします。

※西ヶ崎駅（鉄道営業所）
でお渡しします。

お客様をお
出迎え

する華やか
な

バルーンツ
リー！

新館1階
東口

本館1階
西口
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ショ
ップ

仮面ライダーストア in 遠鉄百貨店 HENSHIN SOUND CARD（約8.6×高さ5.4ｃｍ）各330円

4クリアファイル
・仮面ライダーギーツ
・浮世英寿（A４縦）各550円

■2023年1月9日（月・祝）まで
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

©I・T・A・T ©T・T・I ©I・T

「仮面ライダーストア」が遠鉄
百貨店に期間限定出店！限定
品も販売いたします。

※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。

①ヘアタイ・・・3,190円 ②ピアス・・・3,520円
③香水瓶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,310円

アコヤパール ネックレス・イヤリングセット 
（約8.0～8.5㎜珠、シルバー）110,000円《5セット限り》

ハンドメイドのセレクトショップ〈コトモノマル
シェ〉。全国のクリエイターから厳選した商
品を紹介します。

19世紀末にフランスで華開き、
時代を超えてなお人 を々魅了し
続けるアール・ヌーヴォーのガラス
芸術作品。巨匠エミール・ガレと
ドーム兄弟による厳選された装
飾美術の優品を一堂に展開い
たします。
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〈23区GOLF〉〈ジョセフアブード〉〈五大陸〉
〈ダックス〉オンワードメンズ4ブランドを展開。
スーツからカジュアル、ゴルフウェア、幅広い
アイテムを取り揃えております。

〈オンワード メンズ セレクト〉〈コトモノマルシェ〉
■12月14日（水）627日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

〈ブライトリング〉フェア
■12月14日（水）627日（火）
■本館7階 時計売場

〈P＆A〉パールフェア
■12月14日（水）62023年1月3日（火）

■本館2階 〈P＆A〉
※最終日は午後5時閉場

ウィリアムモリスの
「ジュエリーと美しい世界」

■12月14日（水）620日（火）
■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

■本館6階 〈オンワード メンズ セレクト〉

クロノマット 32（ケース径：32㎜、ステンレススチール、クオーツ、
100m防水）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・555,500円
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限定

ショ
ップ

ふくみ天平 富士山（6個入）・・・・・・・・・・・・・・1,274円

求肥（もち）入りの餡を米どころ近江の糯米を
使った芳ばしい最中種ではさんでいただく
手づくり最中。代表銘菓ふくみ天平を、富士
山が描かれた限定箱でご用意。

〈たねや〉
■2023年1月10日（火）まで
■新館地下1階 プラザB1
※最終日は午後6時30分閉場

フォーマルな装いに気品を添えるパール。選り
すぐりの輝きを特別価格でご紹介いたします。

新作「マロウ」は、
ゼニアオイの花
をモチーフに描
かれた図案。淡
いローズカラー
がロマンティック
な作品です。

〈ウィリアムモリス〉
①マロウ ペンダントブローチ（約4㎝、SV925,ピンク
トリマリン、ホワイトトパーズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,200円
②マロウリング（11～17号）・・・・・・・・・・・・・・・・17,600円
※2023年1月末お渡し予定

①
②

〈ダックス〉

〈23区ゴルフ〉 〈ジョセフアブード〉

〈五大陸〉

■　   12月15日（木）620日（火）
■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後6時、最終日は午後5時閉場

2022 アール・ヌーヴォー
ガラスの軌跡 
エミール・ガレ
ドーム兄弟

期間中、3,000円（税込）お買上げご
とにステッカーを1枚プレゼントいたし
ます。（全6種ランダム）

プレゼント

◉お渡しは12/31土 本館8階 おせち料理お渡し特設会場
（午前10時6午後4時）

※お支払いはクレジットカードの事前決済のみとなります。
※一部対応していない機種・アプリがございます。

〈紅すゞ め〉和食おせち一段
（約18.5×18.5×5㎝、約2人前）
7,560円《70折限り》

【承り期間】12/21水午前10時6午後6時《1日限り》
【承り場所】本館8階 中央ひろば特設会場「おせち料理承りコーナー」

4〈柿安ダイニング〉迎春おせち
（約18.5×24.4×7.5㎝、約2～3人前）
・・・・・・・・・・・・12,000円《120折限り》

〈梅の花〉小梅
（約16.6×16.6×6.2㎝、約1人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《120折限り》

〈日本のさらだ いとはん〉迎春福雅
（約17×27×5㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,999円《30折限り》

〈鳥善〉和食おせち一段
（約21×21×5㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,500円《150折限り》

8〈紅すゞ め〉和食おせち一段
（約18.5×18.5×5㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円《70折限り》

〈四陸〉中華おせち一段
（約22.5×29×4.5㎝、約2～3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円《50折限り》

〈なだ万厨房〉楽正月
（約22.2×22.2×5.4㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円《90折限り》

〈まつおか〉お煮しめおせち（竹）
（約19.5×28.5×5.5㎝、約2～3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円《80折限り》

〈天竜膳三好〉和食おせち一段
（約20.5×20.5×6㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円《60折限り》

〈健美幸房鳳凰〉中華おせち一段
（約15×15×5㎝、約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円《50折限り》

新
年
の
慶
び
に
。お
せ
ち
の
準
備
は
お
済
み
で
す
か
？

予 告

①

②

③

スタイリッシュかつエレガント、スポーティで
シック。爽やかなミントグリーン色がコーディ
ネートの差し色にもなります。

あす

展示・即売

ガレ「蟷螂に菊文花器」
（1884年～1889年）・・・・6,050,000円

ドーム「クロッカス文花器」
（1905年頃）・・7,700,000円

【承り期間】
12/21水午前10時627火午後5時まで
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