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※各日午前１０時6午後７時、最終日は午後6時閉場とさせていただきます。※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。※各種割引は除外とさせていただきます。

※福岡県産以外の原材料を使用している商品もございます。

中島商店
［福岡市東区］
6いわし明太子
（冷凍/1尾）・・・・・・・・・・・540円 3月15日水621日 火・祝

博多うま馬
［福岡市博多区］

博多ひとくち餃子
（タレ・辣油付き）
（30個）1,404円

太宰府
えとや
［太宰府市五条］
梅の実ひじき
（150ｇ）756円

本館地下1階 　  〈おいしさGarden〉イベント
スペース

明月堂［福岡市博多区］
博多通りもん（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,240円《数量限定》

筑前
たなか油屋

［筑紫野市原田］
6極上胡麻油（270ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

オスピターレ［福岡市博多区］
スフォリアテッラ マロン・和栗（1個、55g）・・・・・・・・・・・・・・381円
《各日200個限り》

外はバリッバリ！中はトロッ！
話題のイタリア伝統ドルチェ。

もっちり生地で粒あんを包み、
焼き上げた太宰府名物。
かさの家［太宰府市宰府］
梅ヶ枝餅（5個）・・・・・650円

さかえや
［糟屋郡篠栗町］
6ソフト
かりんとう
（280ｇ）
・・・・・・・1,201円

メロンパン専門店 カシェット［糸島市多久］
フルーツエクレアメロンパン（1個）864円《各日100個限り》　

フルーツとクリームを閉じ込め、チョコでコーティングした
エクレアのようなメロンパン。

料理の味が
決まるあごだし
の決定版！
味の兵四郎
［筑紫野市美しが丘北］
4あご入兵四郎だし
（9g×30袋）・・・・・・・・・・2,268円

新鮮な国産牛ホルモンと
秘伝のスープ、
絶品の本場のもつ鍋。
博多芳々亭［福岡市博多区］
博多もつ鍋（2人前、醤油・味噌・塩・辛味噌）
各3,240円

吉祥庵［福岡市早良区］玄海灘さば寿司（8貫）1,836円

新鮮な真サバを
１本の寿司にしました。

賦活屋［北九州市八幡西区］
6ふくの唐揚げ（開き骨なし）（100ｇ当たり）900円

味の明太子
ふくや［福岡市博多区］
味の明太子（100ｇ当たり）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

特製ブレンドの唐辛子で
飽きのこない美味しさ。

とりかわ
竹乃屋

［福岡市博多区］
4博多ぐるぐるとりかわ
5本セット（5本入）837円

焼いては寝かしを繰り返し、
72時間かけて仕上げた逸品。



期間
限定

ショ
ップ 〈オジコ〉

※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。

ブロッサムサークルショルダーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,300円

タイの女性
建築家が設
立し、日本人
ディレクター
がデザインを
手掛けるブラ
ンドを期間限
定でご紹介
いたします。

・ボリュームスリーブ
カーディガン
・・・・・・・・・・・19,800円
・メタリックロング
スカート
・・・・・・・・・・19,800円

高感度な服が好
きな女性をロマン
ティックで幸せな
気分へと導きます。

期間
限定

ショ
ップ

遠州鉄道80周年記念コラボTシャツ
（90㎝～メンズLL）・・・・・・・・・・・・・・4,070円～5,830円

遠州鉄道80周年を記念とした赤電コラボ
Tシャツ。浜松城のイラスト入りです。

FURFUR LIMITED
CONCEPT STORE期間

限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■       3月22日（水）628日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈エレムード〉
■3月15日（水）621日（火・祝）

■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

・コットンリネン
大判ストール
（200×90㎝）
・・・・・・・・24,200円
《1点限り》
・2WAYリネン
トートバック
（34×12×高さ30㎝）
・・・・・・・・24,200円
《1点限り》

デンマーク出身
のデザイナーが
設立したストー
ルブランド。

フランスのおしゃれストール
〈EPICE PARIS〉フェア
■3月15日（水）621日（火・祝）

■本館3階 特設会場 ※最終日は午後4時30分閉場

バイヤーがセレクトしたおすすめ商品をお届け！

■本館地下1階
通信

プレゼント 5,000円以上お買上げのお客様、先着25名様に
オリジナルエコショッパーをプレゼントいたします。

■本館2階 婦人洋品
■本館5階 タオル美術館
■本館7階 タオル

▼各階の情報はこちら※一部対応していない機種・アプリがございます。

6〈アナスイ〉
長財布（20×高さ9.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,800円
■本館2階 婦人洋品

4〈ニューヨーカー〉
財布ショルダー
（24.5×高さ14㎝）
・・・・・・・・・・・・・・19,800円
■本館2階 婦人洋品

天赦日・寅の日・一粒万倍日が重なる最強の日!

創業60年以
来、秘伝の醤
油ベースたれ
で味付けたや
わらかい煮豚
です。

〈杉野屋〉
桜餅（1個）
・・・・・・・・・151円
※毎週月曜日は
入荷がございません。

〈吉田ハム工場〉
まっくろ煮豚
（1本）1,601円
《3月21日（火・祝）
までの販売》

■3月16日（木）629日（水）■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後7時（最終入場は午後6時）※最終日は午後4時閉場（最終入場は午後3時）

■主催:遠鉄百貨店/テレビ静岡 
■企画制作:フジテレビジョン/イザワオフィス
■制作協力:フジクリエイティブコーポレーション
■運営協力:吉田企画
■後援:浜松市/中日新聞東海本社

■入場料（税込）/一般・大学生1,200円、中高生800円、小学生500円
※小学生未満は入場無料。※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。
※中高生は生徒手帳もしくは学生証をご提示ください。※障がい者の方は、付添1名様のみ無料となります。（本人は通常価格）

46年間“笑い”と“感動”を届けた志村けんさん。
日本全国を笑いの渦に巻き込みます！！

会場イメージ

1
2
3
4
5

喜劇王「志村けん」の軌跡

名物キャラクター大集合

殿の部屋

名作コント体験

「高級 ブティック ひとみ」がオープン！
1

2

3

4

5

限定
グッズが
目白押し！

普段取り扱いのないスマートフォンを収納できるショルダーウォレットなど、ユニ
セックスアイテムを豊富なカラーバリエーションでご用意いたします。

〈ラルコバレーノ〉モアバリエーションフェア ■3月21日（火・祝）まで■本館６階 紳士洋品

6〈ラルコ
バレーノ〉
スマート
Wショルダー
ウォレット
39,600円

不要なお財布を回収し、
神職による清祓いの上、
焼却処理をいたします。

■3月21日（火・祝）まで
■本館2階 婦人洋品

納財布
お財布引き取り
キャンペーン

〈メゾン・デュ・ミエル〉おすすめセット（冷凍、クロワッサン、
パン・オ・ショコラ、明太フランス、北海道コーンのパン、シナモンロール、
栗とマカダミア、計6個）・・・・・・・・・・・・・・2,160円《48セット限り》

〈Cafe & Restaurant LENRI〉ビーツとトレ
ビスのサラダルージュ・バルサミコ風味（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円※写真は盛り付けの一例です。

名古屋に4店舗展開する
ケーキ・パン・カフェのお店〈メゾン・デュ・ミエル〉
の人気のパンをセットにしました。

地元和菓子
店の期間限
定の味です。

詳細はこちら！

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

花桜桃（６個入）1,728円

季節ならではの素材
を使用した創作和菓
子をお届けする〈宗家 
源吉兆庵〉がリニュー
アルオープン！

※一部対応していない機種・アプリがございます。

詳しい情報は
こちら！

異動・転勤のお餞別やご挨拶に、ちょっとしたお返
しに。手軽で普段使いできるハンカチ・ミニタオルは
男女ともに幅広い層に喜ばれる人気のギフトです。

©イザワオフィス/フジテレビ

■　　 3月16日（木）629日（水）
■本館8階 中央ひろば ※最終日は午後4時閉場

あす
予告
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