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〈Ruri by ETOS〉メガネフレーム・・・・・・・・・・・・・27,500円

洗練された女性におすすめしたいメガネフレーム
やサングラスをご紹介いたします。本館7階メガネ
売場で人気のブランドに加えて、期間限定で新登
場ブランドも揃います。

ミニマルなシルエットのツ
イードジャケットと揺れるプ
リーツスカートで王道セレ
モニースタイル。

レオパード柄が華やかな
プリントワンピース。フォー
スエードライダースとの
組み合わせもおすすめ。

ベッドマットレスSO4（シングルサイズ）・・・・・・・・・・・・231,000円

          ベッドマットレス、マットレスパッドお買上げ
で配送料、引き取り料を無料にて承ります。

〈エアウィーヴ〉新生活応援フェア
■5月7日（日）まで ■本館7階 〈エアウィーヴ〉

日本のモノづくり展
■2月22日（水）628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

・ジャケット・・・・・・・38,500円
・プルオーバー13,200円
・スカート・・・・・・・・・・17,600円
・コサージュ・・・・・・・4,180円
・ネックレス・・・・・・・・・6,600円
プレゼント
セレモニーアイテムを50,000円以上
お買上げの先着10名様にモバイル
バッテリーをプレゼント。

プレゼント
期間中44,000円以上お買上げの
先着30名様にノベルティをプレゼント。

・フォースエード
ライダースジャケット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,900円
・アブストラクト
プリントワンピ―ス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,800円

〈ピンキー&ダイアン〉
POP UP SHOP 2023 Spring
■　　 3月1日（水）67日（火）

■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場
予告

〈リフレクト〉セレモニースタイリング
■開催中！ ■本館3階 婦人服

■　　 3月1日（水）67日（火）
■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

アイウェアポップアップ
予告

①

①バルモラル（24.5～27.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,000円
②チェルシーブーツ（22.5～27.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・19,000円

2021年度グッドデザイン賞を受賞。水に強く、ムレに
くく、歩きやすい、革新的な独自開発のニット素材、
「ACTHREAD（アクスレッド）」を使用したシューズを、
メンズ、レディス取り揃え、期間限定で販売いたします。

〈アクスレッドシューズ〉
■2月22日（水）63月7日（火）

■本館6階 特設会場※最終日は午後4時閉場

① ②

②

■2月22日（水）628日（火） ■本館地下1階　　 〈おいしさGarden〉
〈紀ノ国屋〉期間限定ショップ

食を通じて笑顔と感動を。〈紀ノ国屋〉のこだわりの商品
をはじめ、人気のアップルパイの焼きたて実演販売など
プライベートブランド商品を多数取り揃えました。

①〈東京/三紅〉印傳 リュック
（29×13×高さ32㎝）
・・・・・・・・・・・・111,100円《2点限り》
②〈大阪/オクゼン〉
堺業平刃物 口金付三徳包丁
（刃渡り16.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・24,200円《6点限り》

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》

卒業式や入学式に欠かせないパールアクセサリー
を豊富に取り揃え、特別価格にてご紹介いたします。

1938年にニューヨークで
紳士服専門店として誕生
して以来、クラシックであり
ながらもモダンな『コンテン
ポラリークラシック』という
スタイルを提案しています。

日本発のジーンズブラ
ンドで、時代と共に素
材・洗い加工・フィット・
縫製技術開発を行い、
日本人の体型を考え、
常に新しいジーンズを
創出しています。

イタリアンカジュアルスポーツブランド
「SWEET YEARS」のフィルターを通し
たラグジュアリーかつオーセンティックな
ゴルフスタイルを追求しています。

〈Ｐ＆Ａ〉春のパールフェア
■2月22日（水）628日（火）

■本館2階 アクセサリー売場 ※最終日は午後5時閉場

適度なドレープ感とラン
ダムプリーツが上品なワン
ピースは、ファンシーなツイ
ードジャケットと組み合わ
せて華やかなスタイルに。

〈23区〉〈23区L〉セレモニースタイリング
■本館３階・４階 婦人服

ジャケット
・（本館3階〈23区〉、 3～13号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,900円
・（本館４階〈23区L〉、13～19号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,000円
ワンピース
・（本館3階〈23区〉、5～13号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39,600円
・（本館４階〈23区L〉、13～19号）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,700円

2月25日（土）64月2日（日）の期間で
お客様のお身体に合うものを、お好みに
合わせてお仕立てさせていただく、パターン
オーダーフェアを開催いたします。

本館・新館６階 紳士服オープン
2月23日（木・祝）
〈ポール・スチュアート〉
オープン

３月１日（水）〈SY32 by ＳＷＥＥＴ ＹＥＡＲＳ〉
オープン

■本館6階

■新館6階

■新館6階
2月22日（水）〈エドウィン〉オープン

イベント

4エコロジー
バッグ ベージュ
（１枚）・・・2,750円
6アップルパイ
（５号）（１個）
・・・・・・・・・・・・・・864円

イベント
スペース

新登場

使用する野菜は国産にこだわっており、化学調味料・保存料・合成
着色料無添加です。国産野菜を高圧窯で40分煮込み、柔らかく・野
菜本来の美味しさがギュッと詰まっています｡忙しい毎日にもっと気軽
に野菜を取り入れてほしいという願いをお届けします。

フリーアナウンサー
鬼頭里枝さんが
1日店長に!

〈野菜をＭＯＴＴＯ〉２/２2水 OPEN!

■2月22日（水）
・23日（木・祝）
各日午前10時6午後4時
※不在の時間帯もございます。●スープ各種（180ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円から

【本館地下１階 フロアマップ】

明治屋ストアー
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イベントスペース
おいしさGarden

日頃の感謝を込めて、お買得品などを本館地下各売場からご用意いたしました。

4ストロベリープリンハイム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円《2月28日（火）まで、各日25個限り》
●お楽しみ袋・・・・・・・・・2,160円《2月22日（水）のみ、100個限り》

4〈まつおか〉リニューアル記念国産牛しぐれ二段弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《2月26日（日）まで、各日50折限り》
●〈うの匠〉特大うなぎ長蒲焼2,500円《2月26日（日）まで、各日50尾限り》
●〈浜名湖山吹〉うなぎ串蒲焼1,200円《2月26日（日）まで、各日20串限り》
●〈ヤマサのちくわ〉税込1,000円以上お買上げのお客様先着100名様
　　　　　　　　に「豆ちくわ5個入」をプレゼント

２/２2水 新館地下1階 洋菓子
リニューアルOPEN!

日本創業100年を超える〈ユーハイム〉が「純正な素材、
自然な味わい」をテーマにリニューアルオープンいたします。

●〈小山園〉お楽しみ袋・・・・・・・・2,000円《2月26日（日）まで、各日20個限り》
●〈いしだ茶屋〉お楽しみ袋 2,000円《2月26日（日）まで、各日20個限り》
●〈プログレ〉お楽しみ袋・・・・・・2,160円《50セット限り》
●〈オークスハート〉お楽しみ袋2,160円《2月26日（日）まで、各日20個限り》

話題の新登場ブランドも加わり、本館地下1階
がよりきれいになってリニューアル！毎日の食卓
に欠かせないお惣菜や健康志向の食品など
魅力的な商品を取り揃えました。

イベント

〈神宗〉塩昆布 小袋（90g）1,188円
《400個限り、お一人様２袋限り》

●ドリップパック各種（1パック）190円から

●〈トゥルネラパージュ〉ターメリックブレンド
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・560円
●〈まるたけ堂珈琲〉リキッド
（微糖、500㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,598円
●〈タタズミcoffee〉リキッド（無糖、250㎖）864円

全国・地元でおなじみの味も各種取り揃えております。
●〈さすぼし蒲鉾〉いわし黒はんぺん ●〈松葉〉京の味 生そば
●〈六軒京本舗〉特選 青志そ巻 ●〈小松屋製菓〉とちバター
●〈入妻 中村義雄商店〉入妻のつくだ煮 ●〈菊乃井〉一丁漬

静岡型銘柄豚「浜名湖
育ち」を、伝統の鰹節製法
手火山式の鰹節と松屋特
製の醤油たれで味付け。
4〈浅草鳥越おかず横丁
松屋×とんきい〉
 鰹豚（150ｇ）・・・・・・・・・・1,458円

〈おいもや〉半生二代目干し芋150ｇ
角切り（150g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・590円

〈峯野牧場〉
4ビーフシチュー
（230g）1,200円　

ハンバーグをもっとおいしく！木桶熟成のウスターソース
をベースにトマトの酸味を効かせました。遠鉄百貨店限
定品です。

掛川市にあるお芋スウィーツ店。お芋一筋
50年の熟練の技術を詰め込んだお芋の
スウィーツが揃います。この時期だけの
「半生の干し芋」を限定販売いたします。

峯野牛をスジや野菜の入った
手作りブイヨンで煮込んだ、旨
味の詰まったビーフシチュー
です。

オマール海老やカニを丁寧につぶし、
数種類の野菜と一緒にコトコト時間をかけて
煮詰めて作った、自慢の自家製アメリケーヌ
ソースで魚介を煮込みました。

浜名湖のほとり、自然豊かな三ヶ日町にある、はちみつ専門店
からはちみつスウィーツやバッグなどをお届けします。

〈長坂養蜂場〉①コットンバッグ（1個）1,100円    
②はちみつディニッシュ食パン（1本）1,080円《数量限定》    
③ＨＡＣＨＩＤＯＲＡ（1袋、3個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円《数量限定》    
④とろけるはちみつペカンナッツショコラ（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750円《数量限定》

■2月22日（水）627日（月）
〈はちみつスイーツアトリエ〉
先行販売
6焼きたてはち
みつフィナンシェ
（1個）・・・・・・・・240円
※各日午前11時・
午後1時・3時の販売
※各回250個限定、
お1人様5個まで

〈おとなりさんち〉×〈柊〉
6浜松野菜弁当（1折）
・・・・・・・・・・1,188円《数量限定》
※2月22日（水）628日（火）の販売
※2月26日（日）は販売がございません。

珈琲特集

遠州の名品

全国の逸品

新登場の人気店が作るお惣菜から、長い歴史を持つ調味料まで地元の人気の味を取り揃えました。

老舗の逸品や、愛され続ける各地の味を
全国からバイヤーがセレクト。

①

②

④

③

新たな美味しさに出会える売場がオープン！

２/２2㊌OPEN！本館地下１階

地元珈琲ショップからえんてつ
オリジナルのドリップパックまで
セレクトしました。

天明元年創業の大阪佃煮の名店。

期間限定

だしのコクと旨味で
古くから愛されて
きた大阪の名店。
6〈道頓堀 今井〉
きつねうどん（1食）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

人肌でトロける旨味
たっぷりの上質な脂。
職人が丁寧にほぐし
た牛肉の繊維と旨み
に太鼓判！
6〈千駄木腰塚〉
腰塚コンビーフ（400ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,480円
《2月22日（水）のみ、
90点限り》 新登場

新登場

新登場

新登場

新登場

県内でも有数のお茶の産地掛川市に本店がある〈日本茶きみくら〉。
お手軽なお茶のティーバッグやお茶を使用したお菓子をラインアップしました。
〈きみくら〉①小豆のどら焼き（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190円
②抹茶のどら焼き（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220円
③フィナンシェ（抹茶、苺）（各1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260円
④すいーとぽてと（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330円
●きみくらの庵 ティーバッグ（2.5ｇ×15袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

①

① ② ③ ④

②

④

③

浜松市中区鹿谷町
にあるお料理教室
「おいしいアトリエ」
の大城先生のジャ
ムブランド。季節を感
じるジャム作りをして
おります。

ふっくら食感の北海道産
のほっけフライを後味の良
い特製デミグラスソースと
合わせました。

〈エルカミーノ〉
6①魚介と海老のクリーム煮（214ｇ）・・・1,490円
②ヤリイカのすみ煮（160ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・950円
③舞阪しらすのアヒージョ（185ｇ）・・・・・・・・・・・・・・860円
④鶏肉のチリンドロン（340ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050円

農家の生産指導や販路拡大にも取り組む磐田市
〈パシオス上村農園〉のアスパラガスと浜名湖カキを
贅沢に使用したグラタン。
〈タルタル〉×〈上村農園〉磐田産アスパラガスと浜名
湖産カキのグラタン（1個）896円※2月22日（水）628日（火）の販売

〈ジャムカレンダー〉
4ジャム各種
（1本、130ｇ）691円から
※季節によりフレーバーが
異なります。 

〈サンフィッシュ木野〉
 ×〈伸東養魚〉
4ヒラメとマグロの紅白丼
（1折）・・・1,080円《数量限定》
※2月22日（水）63月7日（火）の販売
※3月5日（日）は販売がございません。

〈大正浪漫茶房 えふ〉
4ほっけフライとグラタン風
コロッケ弁当（1個）・・・826円

〈トリイソース〉4ハンバーグソース（200㎖）・・・・・・・・・・520円

〈村松製油所〉
4カネタの辣油、
カネタの胡麻油
（白）（赤）
（各1本、95㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各583円

          〈静岡県BBQ協会〉
4オリジナルＢＢＱソース（200㎖）・・・・・・・・・864円

※包丁の研ぎ承ります。1,650円から

※一部価格が変更となる場合がございます。

期間限定

新登場

※写真はイメージです。
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