
〒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。　　　　　　　　　　　

1 号日・祝2023 1

あす1/2（月・振休）午前9時30分から

1月3日火午後5時まで
WEB応募限定！

●〈ドンク〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《100点限り》
●〈いしだ茶屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《250点限り》
●〈オークスハート〉・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》
●〈銀座新之助貝新〉・・・・・・・・・・・2,160円《30点限り》
●〈柿安本店〉（精肉）・・・・・・・10,800円《110点限り》
●〈加島屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》
●〈魚久〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円《150点限り》
●〈西利〉（常温・冷蔵）・・・・・・・・・・・・・・・1,296円《各100点限り》
●〈小倉屋山本〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円《30点限り》
●〈錦松梅〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《20点限り》
●〈新宿さぼてん〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円《20点限り》
●〈梅の花〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《30点限り》
●〈四陸〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円《12点限り》
●〈たこ八 〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円《15点限り》

●〈ハーバー〉Gローションタイプ10,500円《5点限り》
本館1階 本館5階

本館6階

本館7階

本館地下1階

新館1階

本館2階
●〈ミキハウス〉（男・女児、80～130㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《計12点限り》
●〈ダブルB〉（男児、80～130㎝）22,000円《計6点限り》
●〈ミキハウス ホットビスケッツ〉（男・女児、80～110㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《計23点限り》
●〈オジコ〉（2A～メンズL）・・・・・・・・・11,000円《計30点限り》
●〈タオル美術館〉・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《150点限り》

●〈ジュエリーヨコハマ〉中身の見える福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《3点限り》
●〈Ｐ＆Ａ〉パールアクセサリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110,000円《5点限り》
●〈フェイラー〉ミニバッグ・ポーチ・ハンカチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●ハンカチ・雑貨セット・・・・・・・・・・1,100円《30点限り》
●婦人靴下5足セット・・・・・・・・・・・・1,100円《50点限り》
●タイツ・ストッキング5足セット1,100円《30点限り》

本館3階
●〈コムサプラチナ〉・・・・・・・・・・・22,000円《数量限定》
●〈ルルド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈セレブ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈ベラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》

本館4階
●〈ロビンソン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《3点限り》
●〈M&KYOKO〉・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《10点限り》
●〈フーガフーガ〉・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《10点限り》
●〈マックレガー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《7点限り》
●〈ぬくもり工房〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《20点限り》
●〈マンハッタナーズ〉・・・・・・・・11,000円《10点限り》

●〈マックレガー〉（M~LLサイズ）11,000円《数量限定》
●〈ゴールデンベア〉（M~LLサイズ）11,000円《数量限定》
●〈有名ブランド〉紳士靴下・・・1,100円《10点限り》
●〈有名ブランド〉ネクタイ５本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
●〈有名ブランド服地〉イージーメードスーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《10点限り》
●紳士雑貨3点セット・・・・・・・・・・・・5,000円《数量限定》
●紳士肌着5点セット（M～Lサイズ）1,650円《数量限定》
●〈WWS〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《数量限定》
●〈Zoff+〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,600円《数量限定》

本館7階
●〈浜松カントリークラブ〉4名様ゴルフプレー券 
平日限定（キャディー付、限定メニュー昼食付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000円《30点限り》
●〈川島織物セルコン〉ムートンセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《10点限り》

●〈コスメクリニック〉ベアミネラル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《5点限り》

新館2階
●〈MKミッシェルクラン〉・・・・11,000円《25点限り》
●〈ミッシェルクラン〉・・・・・・・・・・・11,000円《15点限り》

新館地下1階
●〈ロクメイカン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《60点限り》
●〈菓匠清閑院〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《40点限り》
●〈菓匠清閑院〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《20点限り》
●〈満果惣〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《60点限り》
●〈ユーハイム〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《50点限り》
●〈田子の月〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,023円《100点限り》
●〈源吉兆庵〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《60点限り》
●〈本髙砂屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《60点限り》
●〈フーシェ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《100点限り》
●〈キュベット〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《60点限り》
●〈フォション〉パン・紅茶・・・・・1,000円《200点限り》
●〈AFCの森〉万田酵素・・・10,800円《8点限り》
●〈AFCの森〉マヌカハニー5,508円《5点限り》
●〈AFCの森〉爽快柑・・・・・・・・・・3,300円《8点限り》
●〈ワインショップ・エノテカ〉
（ワイン赤・白・泡計3本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《60点限り》

●〈生活の木〉精油セット・・・10,000円《10点限り》
●〈ハウスオブローゼ〉バス雑貨セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《20点限り》
●〈栗原はるみ〉ウェア・・・・・・・10,000円《10点限り》
●〈川島織物セルコン〉
お家一軒まるごとオーダーカーテン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円《5点限り》
●〈グラフィックステーション〉額装品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円《10点限り》
●アコヤパール ネックレス・イヤリングセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円《5点限り》

※このほかの入口および遠鉄百貨店
第1駐車場から本館への入口は混雑が
解消し次第ご入店いただけます。

本館／１階 東入口・ 
      地下１階 北東入口、
新館／１階 南入口・  
      地下１階 南東入口
の4カ所に限定させて
いただきます。

大変混雑が予想されます
ので、開店時に本館・新館
にご入店いただける入口を

◉掲載品以外にも福袋を多数ご用意しております。（左記QRコードから）
◉ネットで事前受付をした福袋は本館8階 催会場にて2日（月・振休）
　・3日（火）の2日間のお渡しとなります。

ファッションからグルメまで各階からおトクが詰まった夢いっぱいの福袋！

地元をホームタウンとするプロスポーツチームのスペシャル福袋！

あす2日（月・振休）から店頭にて販売！

新館

ソラモ

本館 ご入店口
本館1階
東入口

ご入店口
新館1階
南入口

ご入店口
本館地下1階
北東入口

N
ご入店口
新館地下1階
南東入口

（ギャラリー
モール）

 ⒸJUBILO IWATA

※ご当選のお客様にのみ1月5日（木）までにメールにてご連絡いたします。※お支払いはクレジットカードのみとさせていただきます。

がんばれジュビロ！応援福袋 がんばれブルーレヴズ！
ペア観戦チケット付き応援福袋 がんばれフェニックス！

ペア観戦チケット付き応援福袋
がんばれブレス！
ペア観戦チケット付き応援福袋

選手のサイン入りTシャツをはじめ、ジュビログッズを
詰め合わせたオリジナル福袋です。ペア観戦チケット
付き福袋とグッズのみの福袋をご用意しました。
※試合日・会場未定

・ホーム開幕戦チケット付20,000円《5点限り》
・グッズのみ15,000円《20点限り》 15,000円《15点限り》

10,000円《20点限り》選手のサイン入りトートバッグ等の雑貨とペア観戦
チケット付きの福袋です。
※試合日：2月25日（土）・会場未定

10,000円《20点限り》
選手のサイン入りTシャツの他にグッズ盛りだくさん！
ペア観戦チケット付きの福袋です。
※試合日：2月12日（日）・会場：浜松アリーナ

選手のサイン入りＴシャツ等のブレス浜松オリジナル
グッズとペア観戦チケット付きの福袋です。
※試合日：2月19日（日）・会場：サーラグリーンアリーナ（浜北総合体育館）

ジュビロ磐田 静岡ブルーレヴズ ブレス浜松三遠ネオフェニックス

または遠鉄百貨店HPから!

応募は右記の
QRコードから！
エンデパ



※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。

遠鉄百貨店駐車場は大変混み合います。
周辺道路の混雑緩和にご協力ください。

1月3日（火）1月2日（月・振休）1月1日（日・祝） ※全館開店予定
は午前９時30分

本館8階 えんてつダイニング

本館2階 星乃珈琲店

アップ・オン H&M
※通常午後９時まで営業

アップ・オン エ・プロント

本館地下1階 カフェやまと

新館7階 かじまち眼科 午前10時30分6午後6時30分
※受付終了午後6時

午前11時6午後10時（通常営業）

午前9時30分6午後7時30分

午前9時30分6午後7時

午前10時6午後9時（通常営業）

午前9時6午後7時

午前10時30分6午後6時30分
※受付終了午後6時

午前11時6午後10時（通常営業）

午前9時30分6午後7時30分

午前10時6午後7時

午前10時6午後9時（通常営業）

午前7時6午後8時

休 業日

売 場
7階 パソコン市民講座

7階 アフラックサービスショップ
7階 ミュゼプラチナム

7階 クリーニングのエブリ

1月3日（火）まで休講

1月5日（木）まで休業

1月3日（火）まで休業

1月4日（水）まで休業

7階 ミシン工房

7階 ラ・モード イワイ

9階 浜松市 駅前 市民サービスセンター
9階 浜松市立中央図書館駅前分室

1月3日（火）まで休業

1月3日（火）まで休業

1月3日（火）まで休業

1月3日（火）まで休館

1月1日（日・祝）1月2日（月・振休） 1月3日（火）

24時間営業

24時間営業

休業日
午前9時6
午後7時30分
※ご入庫は

午後6時30分まで

午前9時30分6
午後7時30分
※ご入庫は

午後6時30分まで

遠鉄百貨店
第1駐車場

遠鉄百貨店
第2駐車場

遠鉄百貨店
第3駐車場

新館

婦人洋品

婦人靴

ハンドバッグ

アクセサリー

2Ｆ
婦人服
2Ｆ

婦人服・婦人靴
4Ｆ

ゴルフウェア・アウトドア

玩具・雑貨

5Ｆ
紳士服
6Ｆ

婦人服
3Ｆ

本　館

新　館

1/2（月・振休）610（火）

〈有名ブランド〉婦人財布各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%OFF 〈ジェラート ピケ〉〈フレイ アイディー〉

〈スナイデル〉〈スナイデルホーム〉
〈セルフォード〉〈リリーブラウン〉〈ミラオーウェン〉

NPC24H
浜松千歳町
パーキング

に駐車されたお客様限定
駐車当日、店内にて2,000円以
上お買上げのお客様に通常の
サービスに加え、

マクドナルド●

● プレス
タワー〈ATAO〉期間限定ショップ

神戸のバッグブランドが1年ぶり
に登場。大人気の長財布やお財
布ポシェットをはじめ、今季新作
バッグなど豊富にラインアップ。

■1月4日（水）610日（火）
■本館2階 スペース2

アミュレット・ケリー（約10×3×高さ19㎝、
ベルト長さ約104～123㎝）各34,100円

〈ラルコバレーノ〉スマートカード
ウォレット（バイカラー）（山羊革、
8.8×1.5×高さ11㎝）29,700円
■本館６階 紳士洋品

フランスの高級老舗タン
ナーのゴートレザーを使
用。コンパクトなデザイン
ながらカード7枚、小銭、お
札が収納可能です。

予告 本館2会場で12日間の開催！1月6日金617日火

8階 
8階 

8階 

イベントスペース
〈おいしさGarden〉 

■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後7時、11日（水）は午後4時閉場、
17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、11日（水）・17日（火）は午後6時閉場

※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。

開催中! このほかにもSALE開催ブランド多数！詳しくはHPチェック！

NPC24H 浜松千歳町パーキング
200円引券プレゼント!

■配布場所/
本館1階 店内案内所

ベビー・こども服
5Ｆ

©Disney

対象売場にて、1/6（金）までに財布をご購入のお客様へ、鎌倉の”銭洗弁財天宇賀福神社”でお清めした『招財護符』を先着600名様にプレゼントいたします。

●パール2点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200,000円《5セット限り》
●パール3点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円《2セット限り》
●ダイヤモンドほか ジュエリー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円《 10点限り 》
●カシュクリ ギャッベ 絨毯・・・・・・500,000円《 1点限り 》
●遠近両用メガネ レンズ付きセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《30セット限り》

天赦日・一粒万倍日が重なる最強の日!
お財布を使い始める日におすすめ!

プレゼント

紳士・婦人服
1Ｆ

婦人服・雑貨
2Ｆ

紳士服・クロスファッション
6Ｆ

紳士・婦人服
7Ｆ

1/2（月・振休）64（水）

1/6（金）スタート！

7Ｆ 新春特別価格品

ネット注文先行承り中！
ネットで注文&決済
店頭渡しサービス
ご注文はこちらから▶

ネットエンデパ

人気商品を

並ばず
ゲット！

※一部対応していない機種・アプリがございます。

燻製カマン
ベールと香ばしい
豚が相性抜群！

富良野牧場
［富良野市東鳥沼］
4スモーク
モモハム
（100ｇ当たり）
・・・・・810円

シーフード
ファクトリー 
北海道
［札幌市中央区］
6チキンドリア
（1個、250ｇ）
・・・・・・・・1,080円
《各日30個限り》

※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、各種割引は除外とさせていただきます。

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。

レ・ディ・ローマ・プラス［札幌市南区］
4ジェラート2種盛生キャラメル マロン＆
オホーツクの塩（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円

室蘭うずら園
［室蘭市石川町］
室蘭うずらのプリン
（90ｇ）・・・・・・・・・・490円

豚丼ポルコ［函館市松風町］
燻製カマンベールチーズ豚丼弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

新登場

無投薬飼育
うずら卵の
ふわとろプリン。

8階 

8階 
※1月11日水午後4時までの販売

※最終日は
午後5時閉場
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