
出世大名家康くん
ワイシャツ
遠州綿紬をテープ部分に使用し、
浜松市のマスコットキャラクター

浜松注染

大人のブラウス
50フィフティ

工房ミュウ

涼やかな「青」で夏の暮らしを演出しませんか。

夏のリビングスタイルフェア ■5月28日（火）まで ■本館7階 リビング

※最終日は午後5時閉場
■　　 5月16日（木）620日（月） ■本館8階 スペース8

浜松市
マスコット
キャラクター

浜松産
生 地

リラックスタイムを
お部屋でのんびりと...

ミニワン

千歳町名店
職人こだわり弁当

6〈夢茶寮〉黒むつ味噌漬弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050円

フランス料理 
タルタル

浜松の
フレンチ

千歳町
名店弁当

静岡県産コシヒカリのリゾットや三方原の
じゃがいもを使用したバルケットなど、
地元産素材にこだわったフレンチを
ワンプレートにまとめました。

8〈富山ガラス工房〉浅漬鉢
①「梶原朋子」作（径10.5×高さ10㎝）12,600円
②「松下祥子」作（径10×高さ9㎝）10,500円
■和洋食器

〈富山ガラス工房〉若手作家による
夏のテーブルを彩るスタイリッシュ
な浅漬鉢をご紹介。食卓で簡単に
夏野菜の浅漬けが楽しめます。

4〈スタイリッシュバス〉
①極薄無撚糸パーカ（綿100％）・・・・10,500円
②極薄メンズハーフパンツ（綿100％）5,250円
■バス・トイレタリー

軽くて柔らかい極薄のタオル地を使用した
パーカとハーフパンツ。吸汗性・速乾性
に優れた快適な着心地です。

6①〈アクアカーサ〉ルネサンスフェイス
タオル（綿100％、35×80㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,680円
〈アメリー&メラニー〉貝殻ソープ
②（1個、約50ｇ）525円③（1個、約125ｇ）735円
■バス・トイレタリー

ベルベットのような肌触りのタオルや、
マリンテイストの貝殻モチーフの石けんで
南仏リゾート気分を楽しんで。

爽やかで鮮やかなトルコブルー
の食器。和食・洋食区別なく使用
できるモダンな作品です。

おりんや具足で培われた鋳造技術を活かし、
ひとつひとつ職人の手で仕上げられたモダン
で洗練された真鍮の風鈴です。

�8「荒木義隆」作
①丸皿（径17×高さ2㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・3,675円
②四方三足鉢（13×13×高さ7㎝）4,200円
■和洋食器

6〈能作〉風鈴㊧（径5×高さ12.8㎝）㊨（径4.6×高さ13.2㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5,250円 ■和洋食器

あす

              江戸時代から織り始められた遠州綿紬
は浜松繊維デザインのルーツと呼ばれる伝統的な織物。
温かみのある色・質感を存分に活かした婦人・紳士服
や雑貨を揃えました。

遠州産
生 地

地場特産品の遠州織物を使用。
コンセプトは「サムライ」。強さ・潔さ・
積極性などを兼ね備えた現代の紳士
     像に似合う一品に仕上がっています。
　　胸のポケットに扇子が綺麗に納
　　まるデザインも特徴です。

遠州織物 夏服「武襯衣（むしゃ）」特集

8〈遠州ネット〉からみ織りストール
（綿100％）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各12,600円

　4〈アトリエ マルミル〉
　 別珍はな緒の下駄
  ①12,600円 ②14,700円

8〈服工房 古山〉
ワンピース（綿100％）・・・・・・・・・14,700円

8〈ふぁんしぃわぁく朱佳〉
①メッシュワークの手さげバッグ
（綿100％、約28×28cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,450円
②にゃんクリップ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・525円

地元・遠州織物を使用し作られた「武襯衣」
の2013年夏の新作をファッションショー
形式でご紹介いたします。

　　　　　 2013「武襯衣（むしゃ）」
夏の新作ファッションショー

■5月18日（土）午後2時から（約30分）
■イ・コ・イ スクエア6階

　 　　　　 はままつ福市長 
「出世大名 家康くん」が遊びにくるよ！

4「出世大名 
家康くん」ピンズ
（1.5×高さ2cm）
・・・・・・・3,150円
■本館6階 
紳士洋品
・雑貨

4「出世大名 家康くん」
半袖ワイシャツ
（綿100％、形態安定加工）6,930円
■本館6階 ワイシャツ

6ゆかた地（綿100％）
①21,000円②10,500円③10,500円

●お誂え手縫い仕立て代（水通し代含む）15,750円
 ■本館7階 呉服

浜松市がゆかたの産地として有名になった、
大正時代から受け継がれる伝統技法。表と裏が
同じように染まり、柄が鮮やかなことが特徴です。

創作ガラス 寺田
磐田の
作 家

浜松の
作 家

磐田市に工房を構えるガラス工芸作家寺田光晴氏による
温かみのあるガラス作品をご紹介いたします。

5月25日（土）午後2時までに、フェルト人形
「わがまま ば～すべ～」「ますクマん」をお買上げ
いただいたお客様に、おなか部分や額部分にご
希望の文字などを実演にてお入れいたします。

浜松市在住の羊毛フェルト作家渡辺容子さん
が手作りする、かわいらしい人形を取り揃えました。

わがままリクエスト会

4てぬぐい（綿100％）④「ほたる」（約34×93㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,575円
⑤「七宝」（約36×100㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,260円
⑥「夫婦鯉の滝登り」（約34×90㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050円
■本館5階 文房具

三ケ日みかんの爽やかさとカスタードクリームの
甘みがマッチしたスウィートなミニパイです。

三ヶ日
みかん
スウィーツ

三ヶ日
みかん
スウィーツ

舞阪港
水揚げ

治一郎

4みかんバウム（1個）・・・・・・・・・・・・・・1,260円
■新館地1階 和洋菓子

三ケ日みかんのピューレを
生地に練りこんだ風味豊かな遠鉄百
貨店オリジナルバウムクーヘンです。

浜松発
ブランド

浜松の
伝統工芸

丸半堀江商店

8丸半チルド釡揚げしらす（180g）・・・・・・・・500円
　　　　　　　　　■本館地1階 遠州グルメ

舞阪港で獲れたしらすを釡揚げにして冷蔵
のまま店頭へ。しらす本来の甘みが感じら
れる鮮度のよい一品です。

●〈繁松〉旬彩寿司（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,260円
●〈鳥徳〉鶏炊込み焼鳥弁当（1折）・・・・・・・・・・1,050円
●〈鳥浜〉奥浜名湖キジ炙り寿司（1折）・・・・・・・・1,575円
●〈とと錦〉穴子と桜えびの二色重（1折）・・・・・・・・・・・1,050円

■5月28日（火）まで ■各階で開催
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4ブラウス（麻100％）・・・・・・・・・・27,300円《5月21日（火）までの販売》
■本館4階 特設会場※最終日は午後5時閉場

ゆったりした着心地でありながら、すっきりしたシルエットを
演出する、地元浜松発の人気ミセスブランドからエレガント
な新作ブラウスをご紹介いたします。

森修焼浜松の
陶 器

長石や麦飯石
などの天然石を
独自にブレンドした
うわぐすりで焼き上げた
やさしい風合いの食器です。

しん  しゅう  やき

9①楽々茶わん「穂の香」（径11.5×高さ5.8㎝）・・・・・・・・・・2,100円
②マグカップ「穂の香」（径8×高さ8.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,415円
■本館7階 和洋食器

福田の織物特集
              地場産業として、古くから繊維産業
が発達していた福田地区の織物をバラエティ
豊かに取り揃えました。

福田産
生 地

6〈手作り工房 クウ〉耳付きベビーマント
（綿100％、80～90㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・各5,300円

出世大
名

家康くん

も来る
よ！

「出世大名 家康くん」を胸ポケットに刺しゅう
した遠鉄百貨店オリジナルワイシャツ。可愛
らしいピンズもコーディネートのワンポイントで。

■後援／静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社、磐田市商工会
家康くんといっしょに写真撮影や握手をしよう！
■5月19日（日）午後1時・3時（各回約30分） 
■イ・コ・イ スクエア5階※カメラ等をお持ちのうえ、ご参加ください。

遠鉄百貨店
オリジナル

本館8階 特設会場は
5月16日（木）から開催

遠州綿紬特集

②

①

4紳士先染め楊柳シャツ（綿100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,900円

8①ライダーなんだぜ！アニメットくん パンダメット
②着ぐるみ幼稚園 みかんちゃん
（高さ4㎝）・・・・・・・・・・・・各2,940円■本館5階 おもちゃ

8①色縞蓋器（7×7×高さ11㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,500円
②飾りボトル（径7×高さ9㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,600円
■本館7階 和洋食器

※お渡しは、承りから約2週間後とさせていただきます。

〈夢茶寮〉の黒むつ味噌漬
の美味しさが楽しめる弁当
をはじめ、千歳町の〈繁松〉
〈鳥徳〉〈鳥浜〉〈とと錦〉の
食の職人たちが手掛ける
自慢の味をお届けします。

遠鉄百貨店
オリジナル

■5月25日（土）午前11時6午後4時
■先着30名様 ■本館5階 おもちゃ

大胆かつ繊細なデザインが特徴の江戸切子
作家・黒川昭男氏の酒盃に涼しげな片口を添えて。

①
②

8三ケ日みかん日和（100g当り、4～5個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・241円
■本館地1階 〈ミニワン〉

《5月19日（日）までの販売、各日各15折限り、
午前11時からの販売とさせていただきます。》■本館地1階 個性色色

8①東京都伝統工芸士「黒川昭男」作
江戸切子酒盃（径5.7×高さ5㎝）・・・・・・・・・・・・・各21,000円
②片口（すず合金、220㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,650円
■和洋食器

4遠州フレンチプレート・・・・・・・・・・・・1,260円
《5月21日（火）までの販売、各日10点限り》
■本館地1階 個性色色


