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新潟メーカー買付けセール スタッフが新潟で買付けたお得な商品！

人気ブランド

話題のキッチン用品

まだまだありますお買得品！

日本一のタオル産地今治で買付けたお得な商品！今治買付けタオル目玉企画 大人気のアイテム！
美粧品家庭用品

オリジナルタグ入り

①

実演日時
6/23（金）～25（日）11:00～18:00
※最終日は17:00まで

桜4F 府2F 八7F 新5F
高幡 多摩 笹3F

（税抜）6,000円
▲パーフェクトワン
　アートマン限定お得セット

リフティングジェル（旧品）にお得なミニサイ
ズとサンプルセットが付いた限定セットです。

数量限定
（税抜）

2本で2,200円

◀＜ラ・ロッシュ・ポゼ＞
　ターマルウォーター
　150g+150g限定セット

人気のミスト化粧水にスキンケアとBBク
リームのミニボトルが付いたお得なセット！

数量限定 数量限定
（税抜）1,000円

（税抜）8,600円

◀＜日本オリーブ＞
　オリーブ果汁水
　増量セット

人気の化粧水にミニボトルが付いて
お値段据え置きのお得なセットです。

▲オンリーミネラル
　ミネラルＵＶ
　カラーコフレ

リッチモイストプレストファンデにアイシャドウ・ブラッシュ
パウダー・ＵＶミルクが入った大変お得なセットです！

数量限定

（税抜）3,800円

◀＜マナラ＞
　ホットクレンジングゲル
　アートマン限定
　増量セット

人気のホットクレンジングゲルにオマケが
たっぷり付いた限定セットをご用意しました。

数量限定
（税抜）2,048円

◀
ネスノ
アートマン
もりもりセット

人気の自然派化粧水にお得なオマケが付
いた限定セットです。

数量限定

（税抜）2,500円

◀キュア
　限定セット

人気のナチュラルアクア
ジェルにバスソルト2包
が付いたお得なセット！

数量限定

（税抜）

各2,600円

（税抜）1,800円

（税抜）1,000円均一

30％OFF

（税抜）7,980円 （税抜）7,980円

◀
ドクターネイル
ディープセラム
限定セット

人気のネイル用美容液にハンドクリーム、足爪用美容液
に部分用インソールが付いたセットをご用意しました。

数量限定

数量限定

（税抜）

各1,600円
人気の薬用マウスウォッシュとフッ素配合の
ジェル歯磨きです。

数量限定
数量限定

（税抜）1,800円

（税抜）2,000円

②ブライト
ローションEX

◀①業務用
　クレンジングジェル

毎回大人気！たっぷり
使える業務用サイズです。

（税抜）950円
▲エクスピュール
　プレシャスソープ

プラセンタ配 合 の
うるおい洗顔ソープ。
泡立てネット付。

（税抜）

各950円

◀エクスピュール
　①バウンシング
　　ローション

　②バウンシング
　　ミルク

アスタキサンチン配合の化粧水＆乳液。

（税抜）1,200円
▲エクスピュール
　EGFGジェリー

時短！これ１本のオール
インワンジェリー。

（税抜）2,000円
▲業務用モイスチャー
　クリームEX

顔・体にたっぷり使える
クリームです。

（税抜）940円

◀シンデレラ
　タイム
　ナノクレンジング
　高保湿

しっとり仕上がりのク
レンジングがリニュー
アルのため大特価！

（税抜）700円

◀紫根と
　ハトムギ
　クレンジング
　洗顔

モチモチ泡で
しっとり仕上
がりの泥泡洗
顔です。

（税抜）1,200円

◀アランジュ
　クール
　シャンプー

人 気 のシャンプー
シリーズからクール
タイプが登場！

（税抜）1,760円

◀グリーン
　ノートヘナ

高品質ヘナを数量限定の特価
にてご提供！

（税抜）1,800円

◀
ナノエッグ
キラリ
ヘアカラー
トリートメント

人気のヘアカラート
リートメントがお買
得！（旧品のため）

◀シーコラン
　ローション

スクワラン
配合の化粧
水です。

（税抜）980円
（税抜）980円

◀SKオリーブ
　ヴァージン
　オイル

オ リ ーブ で
しっとり。伸
びが良く、顔
や体、髪にも
使えます。

（税抜）877円

◀
日本製
馬油100％

無香料の国
産馬油です。

（税抜）500円
▲＜ペリカン石鹸＞
　モイスチャーソープ
　10個セット
石鹸が10個も入ったお得なセットです。

（税抜）380円

（税抜）760円

◀薬用柿渋
　ボディ
　ソープ

柿渋エキスと緑茶エキスＷ配合
のボディソープ。

（税抜）

各700円
話題のほぐしグッズがお得な価格に！

（税抜）

各1,400円
▲マジックソープM 

これ1本で髪も体も洗える植物素
材で作られた液体せっけん。

（税抜）

各850円

▲フェイスレスキューマスク EX
　EGF/プラセンタ/フラーレン

美容液を贅沢に配合したシートマスク。

（税抜）3,980円

◀
＜資生堂
プロフェッショナル＞
アデノバイタル
スカルプエッセンスＶ

薬用有効成分アデノ
シン配合の育毛料。

▲セルライ子

足、腕、ウエスト、背中、腰、首などい
ろんなところに使えるローラーです。

（税抜）1,200円
▲チェックアップスタンダード
　3本セット

フッ素配合・やさしい低刺激性の歯磨きです。

（税抜）1,200円
▲デントEXシステマ44M
　歯ブラシ5本セット

歯周ケアにオススメのハブラシのお得セット。

（税抜）3,000円▲ミソカ
　10周年記念セット
人気のハブラシ３本に限定色ハブラシ１本とオリジ
ナルハンカチサイズ手拭いが入ったお得なセットです。

人気のアクアコラーゲン
ゲルにお得なアイテムが
入ったお買得セットです。

5,500円（税抜）

3,800円（税抜）

◀＜ドクター
　シーラボ＞
　ビューティ
　スキンケアセット

○メ 8,800円（税抜）→

各○メ1,000円（税抜）→

○メ3,000円（税抜）→

○メ700円（税抜）→

数量限定

数量限定

人気のローションにＵＶミニサイズが付いたお得な
セットです。 人気の香水が数量限定でお得です！

◀＜富士フイルム＞
　アスタリフトホワイト
　ブライトローション
　限定セット

▲ブランド香水大特価 数量限定

33%
OFF

50%
OFF

40%
OFF

37%
OFF

毎回恒例のアートマンオリジナルタオルの素材が新しく
なりました！長めのパイルを使用することでふっくらとし
た仕上がりになっています。
イエロー・ブルー・ピンク・グリーン

約幅53.5×高さ10×奥行35㎝
消費電力:1400W

約幅34×高さ20.5×奥行26㎝
消費電力:350W/500W/1250W

約幅36×高さ52～77×奥行80㎝

（税抜）

各1,000円②バスタオル
（税抜）

各350円①フェイスタオル

（税抜）760円②バスタオル
（税抜）300円①フェイスタオル

①本体 800ml

②詰替 450ml

2017年
夏限定カラー

内容：アクアコラーゲンゲル エン
リッチリフトEX 50g・エンリッチ
リフトUPローション150ml・エン
リッチリフトバンド【非売品】1枚

内容:旧リフティングジェル 50g+旧リフティングジェル 
17g+ホワイトニングローションサンプルサシェ2g×3包

内容：本品200g＋サシェ7包セット
内容：バランスセラム本品210ｍl＋バランスセラム
ミニ＋バランスベールミニ＋ＵＶサシェ

内容：キュア本品250g＋
キュアバスタイム20g２包

※プレゼントの種類は、店舗により異なる場合がございます。

内容：オリーブ果汁水180ml＋ミニボトル60ml＋
化粧用オリーブオイルサシェ3包

内容：本品130ml＋ＵＶクリアソリューションミニ１個

1,500円（税抜）
①グレ カボティーヌ サクラ 50ml

①

①

① ①

②

②

⑥

⑨

①

②
③

②

③

④

⑦

③

④ ⑤

②

②

2,000円（税抜）
②ヴァレンティナ アクアフロラーレ 50ml

サロン用に作られた高品質
タオル地シーツの端切れで
作成した、今治製フェイスタ
オルがお買得！パイルが長
めと短めの２種類ご用意し
ました。 綿100％ 約90×36㎝

綿100％ 約85×32㎝（税抜）

各480円

触れるとひんやり
す る タ オ ル マ フ
ラーです。ウォー
キング時や夏の汗
拭き、首もとの日
よけにも便利です。

ポリエチレン55％・コットン45％
ブラック・ブルーベリー・マリーン

※新潟産以外の商品も含まれます。

◀接触冷感
　クールタッチ
　マフラー

（税抜）

各500円
やわらかく、軽く、吸水力の高い、お肌
にやさしいタオル。

▲ニュアージュプロ

（税抜）350円

日本一のタオル産地愛媛県今治で
買付けたお買得な商品！

▲今治買付けタオルセール
（税抜）250円～

タオル製造時の余りの糸で織った国産
タオル。毎回完売の人気商品です。
※残糸を使用しているため、商品によって柄が異なります。

▲今治産残糸タオル

▲バス・クリーン用品

アイロン台や珪藻土バスマットなど、バイヤー
厳選のお買得商品を均一価格でご提供！

（税抜）

各500円▲日本製
　バスマット
①36×50㎝　②45×65㎝

（税抜）1,980円

お洗濯応援グッズお買得！お洗濯応援グッズお買得！

丈夫で長持ち、サビにくい！フレーム部分も
ステンレス素材の
ランドリーハンガーです。

雨の日でも安心して
ベランダに干せます。

シリアル▶
サーバー

○当 45,000円（税抜）→
（税抜）32,000円

◀＜WMＦ＞
　パーフェクトプラス圧力鍋

桜5F

▲輸入ブランド食器セール
ウェッジウッド・アラビア・ロイヤルコペンハーゲンなど、
人気のブランド食器がお買得です。 桜5F 府2F 八7F 新5F

高幡 多摩 笹3F

磨耗テスト
100万回クリア！
6層コーティング！

◀便利 野菜調理グッズ
　大特価！

◀＜ハリオ＞コーヒー用品

日本で唯 一国内で工
場を持つ、耐熱ガラス
メーカーのハリオ。人
気 のコ ーヒー用 品 が
30%OFFとお買得！

桜5F 府4F

◀＜京セラ＞セラミックナイフ

創業以来セラミックに注力する京セラの包丁がお買得です。
ステンレスに比べ耐摩耗性に優れ、切れ味が長持ちします。

▲セラミック
　グリルプレート
　Chef
食材が焦げ付きにくく、ご使用後の気になる焦げ
もサッと一拭きでお手入れ完了。白いプレートと
竹素材のフレームが食卓をおしゃれに演出します。

▲スチーム
　トースター
　Chef
表面はサクッ、中はフワフワ。パンの中
身ではなく表面のみが焼かれ、パン本
来の持つ水分を閉じ込めます。

○当1本 2,200円（税抜）→

各○当 2,000円（税抜）→

○メ1,880円（税抜）→

各○当 2,000円（税抜）→
各○当 900円（税抜）→

（税抜）900円○当1,280円（税抜）→

○当 6,000円（税抜）→

○当1,800円（税抜）→
○当2,200円（税抜）→

○メ 3,000円（税抜）→

○当1,500円（税抜）→ ○当1,500円（税抜）→

○メ15,000円（税抜）→

○当 38,000円（税抜）→
（税抜）25,000円

①2.5L

（税抜）2,400円
①ペティ11㎝

（税抜）3,500円
②三徳

②ステンレス折りたたみ式
　物干しハンガー
　42ピンチ

②4.5L

（税抜）7,980円
▲＜ビタベルデ＞フライパンセット

桜5F

桜5F

（税抜）8,980円①ガス火用
　（レッド）

②IH対応
（ブラック）

①クリーンバスケット
　（ステンレストレー付）

（税抜）1,480円
②季味心
　IH対応アルミ雪平鍋18㎝

（税抜）880円
③シラセトルIH対応笛吹
　ケトル 1.8Ｌ ＮＶ

（税抜）1,980円
④ブルーダイヤモンドコート
　IH対応フライパン26㎝

（税抜）800円

⑥ニャントル マグ300ml
（税抜）980円

⑦鉄鋳物製スキレット20㎝
　(ガラス蓋付)

（税抜）1,280円

⑨かちこれ
　ダイヤモンドシャープナー

（税抜）780円

◀鍋屋大作 
　IH対応片手鍋
　18㎝（ザル付）

（税抜）1,980円

⑧焼き目がサクサク
　ホットサンドメーカー

（税抜）1,500円

①やさいヌードルカッター
（税抜）1,380円

②ハンディーミニチョッパー
（税抜）650円

③野菜調理器 3プレートセット
（税抜）1,380円

④キッチンアシスト
　回転式野菜水切り器24㎝

（税抜）1,000円

[商品例]他にも多数
商品はございます。

① ②

桜5F 府2F 八7F 新5F
高幡 多摩 笹3F

桜5F 府2F 八7F 新5F
高幡 多摩 笹3F

桜5F 府2F 八7F 新5F
高幡 多摩 笹3F

桜5F 府2F 八7F 新5F
高幡 多摩 笹3F桜5F 府2F 八7F 新5F

高幡 多摩 笹3F 桜5F 府2F 八7F 新5F
高幡 多摩 笹3F

数量限定 数量限定
数量限定

数量限定

数量限定33%
OFF

数量限定

数量限定数量限定

新素材で登場！

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

桜5F 府2F 桜5F 府2F

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

（税抜）3,980円①スタンド式
　おてがるプレス
　ウェーブ

（税抜）1,500円

スタンド式なので、立ったまま楽々アイ
ロン掛けができます。

③洗濯物保護カバー
　洗濯日和

※写真は一例です。
※店舗により扱い商品が異なります。
※一部対象外商品がございます。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真は一例です。

※商品の取り扱いは
　店舗によって異なります。

※カラーは店舗によって
　異なります。

42%
OFF

1年
保証

① ②

① ②

① ②

数量限定▲やわこ・かたお
数量限定

▲高級パイルシーツ 今治製端切れタオル

桜5F 府4F 八7F 新5F 高幡 多摩 笹3F

◀アートマン×サーモス
　オリジナルプレゼント
　キャンペーン

①

②

①

①

③

②

②

◀京王アートマン
　オリジナル
　今治製タオル

期間中、サーモスボトルをお買上げのうえ、ご応募いただいた
お客様から抽選で40名様に、アートマン全店で使える商品券
2,000円相当プレゼント。※詳しくは店頭の応募ハガキをご覧ください。

桜5F 府2F

当店通常販売価格より

桜5F 府2F 八7F
新5F 高幡 多摩

180ml

150ml

250ml

 100ml

各3.3ml

各472ml各472ml

120ml120ml

100ml×2

120ｇ×3

▲①コンクールＦ2本セット
　②コンクールジェルコートＦ2本セット 90g×2

500g

500ml
 80g

150g 200g

310ml

135g

70ml

各40枚入

 180ml

▲オークックン IH対応
（税抜）

各2，280円①フライパン26㎝
②ディープパン24㎝

①JNL-502　0.5L
　○当 3,280円（税抜）→
　　 2,780円（税抜）
②FFZ-801F　0.8L
　○当 3,980円（税抜）→
　　 3,480円（税抜）
③FFZ-1000F　1.0L
　　
　　 2,280円（税抜）

セット内容：フライパン20㎝、26㎝、エッグパン18㎝、重ね用マット

※写真は
　ガス火用です。

数量限定でレシピとキッチンバサミ付！

数量限定処分価格

⑤IH-カシス フライパン26㎝
（税抜）1,980円

⑧

いつもの品がとってもお得！

サロン用お買得品

特別ご提供品

生活便利帳アプリ

QRコードで簡単カード登録！!

期間中、京王アートマン・atman atmanで5,000円（税抜）
以上お買上げいただくと、無料で配送を承ります。
※当日のレシートのみ合算可能です。 ※一部対象外の商品・売場がございます。

配送料無料キャンペーン
期間： 7/9（日）まで6/23（金）～

笹 笹塚店

京王アートマン
暮らし、楽しむ、工夫する。
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聖蹟桜ヶ丘店
京王聖蹟桜ヶ丘SC　A館3・4・5F  

042-337-2555
営業時間/朝10時～夜8時

府中店
京王府中SC  駅ビル2・3・4F

042-367-1001
営業時間/［平日］朝11時～夜9時

［土・日・祝］朝10時～夜8時　

京王八王子店
京王八王子SC  駅ビル7F

042-656-7292
営業時間/朝10時～夜9時

新百合丘店
新百合丘オーパ  4F・5F

044-965-8010
営業時間/朝10時～夜9時

高幡店
京王高幡SC  駅ビル3F

042-599-1841
営業時間/朝10時～夜9時

多摩センター店
京王多摩センターSC  駅ビル2F

042-356-8501
営業時間/朝10時～夜9時

美粧品美粧品
全ての商品は数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。全ての商品は数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

7  97  9 日6  236  23 金

開催期間

笹塚店
フレンテ笹塚3F

03-5738-8461
営業時間/朝10時～夜9時

京王グループ
共通ポイント からお使い頂けます。

京王グループ共通ポイント京王グループ共通ポイント

7/1土

11ポイントポイント 円円＝＝11

7/1 2土 日 7/8 9土 日

全店開催
セール品も対象

※一部対象外の商品・売場がございます。 
※100円（税抜）以上のお買物からポイント加算いたします。

すべての京王パスポートカードが対象です。

さらにおトク！
京王グループ共通５倍ポイント

キャンペーン

5倍オーパ
ポイント

スタート！

同時開催

新百合丘店限定新百合丘店限定新百合丘店限定新百合丘店限定

お会計時にお声掛けください。使いやすく
なります！

ポイントを使います

利 用利 用
開 始 記 念開 始 記 念1P1Pポイントポイント

1回のお会計で3,000円（税込）以上お買上げの全店合計
各日先着750名様に、スクラッチカード1枚プレゼント！
削って出てきた額面を次回のお買物にご利用頂けます。

特等5,000円分のアートマンお買物券などが当たります！

〈アートマンお買物券ご利用有効期間：7/23（日）まで〉
※カードのプレゼントは、お一人様1枚限りとさせて頂きます。

2日間限定！
必ず当たる！

ラスト
2日間は

スクラッチスクラッチスクラッチスクラッチ
スクラッチスクラッチ

5,000円
お買物券

税込3,000円以上お買上げの全店合計各日先着750名様に、

スクラッチカード1枚プレゼント！削って出た金額がそのまま

次回のお買物より、ご利用頂けます。

ご利用有効期間：7/23（日）まで

「京王アートマン・atman atmanお買物券」に！

コインなどで削ってください。
コインなどで削ってください。

京王グループ
共通ポイント

京王アートマン・atman atman

利用開始記念1P
1ポイント

7/1（土）・2（日）

2日間限定

必ず
当たる！
必ず
当たる！ 見本見本

表1



2017.6.23

1ポイント=1円から、お使いいただけるようになります。

京王グループ共通ポイントサービス加盟店のお会計時に、

から

笹 笹塚店

バッグ&
ウォッチ

全ての商品は数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。全ての商品は数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

（税抜）25,000円～
（税抜）8,300円～①枕

　特価
②三つ折りマットレス
　特価

▲＜マニフレックス＞

（税抜）

各4,500円各○メ各○メ9,000円（税抜）→

メンズ・レディスの財布がお買得です。

▲財布・革小物

時間合わせ不要・電池交換不要のソーラー
電波ウォッチ。大きなデジタル画面がカレン
ダーを表示する便利なモデルです！

▲＜カシオ＞
　ソーラー電波ウォッチ

カレンダー・ストップウォッチ付き
で、実用性抜群。オン・オフどちらに
も合わせやすいデザインです。

（税抜）

各15,000円

シンプルなデザインは使い回し抜群！

（税抜）

各2,350円
▲＜B.C.+イシュタル＞
　リュックサック

シンプルなカモフラ柄
のロールトップ型リュッ
クです。

34%
OFF

50%
OFF

7日間
限定

50%
OFF

50%
OFF

20%OFF
当店通常販売価格より当店通常販売価格より

人気の消せるボール
ペンが20%OFF！

有名ブランド筆記具が
20%OFF！
5,000円（税抜）以上の
商品が対象となります。

※一部対象外商品がございます。

◀＜パイロット＞
　フリクションシリーズ

▲＜トンボ鉛筆＞
　IROJITEN（色辞典）
　1セット30色入 

10Hから10Bまで、全22種類
の硬さの芯を揃えています。

▲＜三菱鉛筆＞
　ハイユニ アートセット

◀【タイムランド】ウォッチ
　メンテナンス無料相談会 ◀

＜mabu＞
ワールドシリーズ 
折りたたみ傘

◀＜mabu＞
   エンボス
　レインポンチョ

ケースや充電器など種類豊富に取り揃えています。
※写真はイメージです。

イタリアの熟睡寝具ブランド＜マニフレックス＞のお買得な枕と、
体圧分散に優れた三つ折りタイプのマットレスです。 高さ調整シート付きのため、本体の高さが

調整でき、寝返りしやすい枕です。手洗い可。

4F 5F聖蹟桜ヶ丘

文 具

ビジネスバッグ
当店通常販売価格より

20%OFF
セール
開催期間
6/23（金）～25（日）

3日間限定特別企画！

レター・
金封

100円 均一
（税抜）

世界でも有数のシェアを誇る
フランスのスーツケースメーカー、
デルセイのおしゃれな機内持ち
込みサイズです。

▲＜デルセイ＞
   機内持ち込みサイズ
　スーツケース

（税抜）

各19,000円
各○メ各○メ29,000円（税抜）→

カジュアルシーンで大活
躍する、ちょっと小ぶりの
トートです。

（税抜）5,000円

▲
＜ラルフローレン＞
ミニトートバッグ

普段使いにオススメのベーシックモデル。メイ
ンルームは書類整理に便利なオープンポケッ
ト仕様です。ショルダーもついているのでシー
ンによって使い分けができます。桜3F 府2F 八7F

新4F 高幡 多摩

桜3F 府2F 八7F
新4F 高幡 多摩

▲Plus 2WAY ブリーフケース

各○メ各○メ4,700円（税抜）→

（税抜）4,450円

○メ○メ8,900円（税抜）→

◀＜MEI＞
　リュックサック

（税抜）

各12,000円

（税抜）

各2,000円各○メ各○メ3,600円（税抜）→

（税抜）2,200円
○メ○メ3,300円（税抜）→

使わないときはコンパクトに収納できる！
ホコリもかぶらず机上がスッキリ！

▲＜ナカバヤシ＞ライフスタイルツール
使わないときは厚みが出ない人気の薄型ファイル！

30%OFF
当店通常販売価格より当店通常販売価格より

大人気の滑らかボール
ペンが30%OFF！　
※一部対象外商品がございます。

※写真はイメージです。

※一部対象外商品がございます。
※写真はイメージです。

◀＜三菱鉛筆＞
　ジェットストリーム

3F

◀【 鍛冶工房いわい】
　三徳庖丁 黒合板口金付 【TOMIZ（富澤商店）】▶

ドライフルーツ量り売り

開催期間
6/23（金）～25（日）
11:00～18:00
※最終日は17:00まで

リバーライト鉄フライパン
の実演販売です。期間中
は特別ご優待価格にて販
売を致します。

◀【金山新吉】
　＜リバーライト＞
　鉄フライパン
　実演販売会

（税抜）（税抜）1,852円～2,778円
（税抜）（税抜）1,852円～2,778円
（税抜）（税抜）1,852円～2,778円

サマー
シューズ

【パンジー】

200足限定200足限定

◀【プリマ】
　閉店セール
　アーティフィシャル
　フラワー

10％OFF～

毎年人気の靴下より
どりお買得企画。
人気の5本指、足袋、
クルーソックスなど
種類豊富に揃って
います。

◀靴下よりどり
（税抜）500円4足 4足 

※写真はイメージです。
（税抜）1,500円

○当○当2,500円（税抜）→

（税抜）2,100円
○当○当4,600円（税抜）→

イギリス・スペインなど外
国をイメージしたカラフル
な折りたたみ傘です。

期間中オーバーホール（分解掃
除）をご依頼いただくと基本料金
より10％OFF！日本ロレックス
認定技術者がおこたえします！

リュックなどを背負ったま
までも動きやすいデザイ
ンのポンチョです。雨が入
りにくい絞れる袖口やふ
た付きポケットなど工夫
いっぱいです。

各○メ12,000～15,000円（税抜）→

オーダーインソールの成型料（税抜
1,100円）を期間中は無料で承ります。

ネックレスやピアス・イヤリングなどの完成品ア
クセサリーが30％OFF！夏のおすすめアクセサ
リーがお買得です。

◀
【パーツクラブ】
完成品
アクセサリー
当店通常
販売価格より

30％OFF

（税抜）
各7,000円

アクセサリー・ヘアアクセサリー・ウィッグが
20％OFF！春夏トレンド商品も定番品も大変お
買得です。

アクセサリー・
ヘアアクセサリー
当店通常
販売価格より

20％OFF

10％増量

◀
【アクセサリー
 ショップ
 JUNO】

※一部対象外商品がございます。

サビに強い鋼とステン
レスを三層に重ねた造
り。清潔で持ちの良い
構造です。刃渡り165㎜

※一部対象外商品がございます。

店内で展示していたサンプル品をお買得価格でご
提供いたします。ポーチ・バッグ・ブラウス・ワンピー
スなど多数ご用意いたしました。※写真はイメージです。

▲
【マーノクレアール】

▼【マーノクレアール】
　会員限定セール

※一部対象外商品がございます。

レディスサンダル

◀【足と靴のお店ポディア】

サイズ：シングル・セミダブル・ダブル　※10年保証あり サイズ：35×50㎝と43×63㎝の２サイズ

※親骨:55㎝ 約186g ※フリーサイズ

（税抜）2,980円

▲プロトレーナーが薦める   
　上向きに寝やすい枕
○メ○メ4,800円（税抜）→

羽毛タッチで肌の表面温度を快適に
調整してくれる、心地よい枕です。

（税抜）1,400円～
▲アウトラスト
　肌温度 調整枕

○メ○メ2,000円（税抜）～→

◀高級筆記具

20%OFF
当店通常販売価格より当店通常販売価格より

▲ペンケース20%OFF
当店通常販売価格より当店通常販売価格より

▲ふせん 20%OFF
当店通常販売価格より当店通常販売価格より ▲＜コクヨ＞ノビータシリーズ

20%OFF当店通常販売価格より当店通常販売価格より

桜3F府2F八7F
新4F 笹3F

桜3F 府2F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府2F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府2F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府2F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F桜3F 府3F 新4F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府3F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F

桜3F桜3F

干あんず、ドライマンゴー、
干いちじくなど、人気のド
ライフルーツ量り売りが期
間中10%増量になります。

※プリマは7月20日をもち
まして、閉店いたします。
※特別価格の限定品のため、
返品はご容赦願います。

▲＜セイコーウォッチ＞
   クロノグラフ付ウォッチ

約40×30×9㎝ 約28×44×15㎝

約38×46×15㎝

大人気ブランドのバッグが期間限定でお買得です。

▲＜ロンシャン＞ル プリアージュ
（税抜）8,550円①

20.5×21×14㎝

（税抜）10,260円②

25×25×14㎝

（税抜）11,970円③

30×30×19㎝

シンプルなフォルムに、ラルフの
アイコンが刺繍された飽きのこ
ないベーシックなリュックです。

（税抜）4,500円

▲
＜ラルフローレン＞
リュックサック

桜3F 府2F 八7F 新4F
高幡 多摩 笹3F

桜3F 府2F 八7F
高幡 多摩 笹3F

約28×41.5×14.5㎝

約27×21×12㎝

※航空会社により持込不可の場合がございます。

①

③

（税抜）1,000円
（税抜）～2,000円

開催期間
6/30（金）～7/2（日）

リュック
当店通常販売価格より

20%OFF
セール

3日間限定
特別企画！

開催期間
6/30（金）～7/2（日）

開催期間
6/24（土）・25（日）10:30～18:30

※写真はイメージです。※一部対象外商品が
 　ございます。

※一部対象外商品が
 　ございます。

◀＜レイメイ藤井＞
　卓上型天体望遠鏡 ＲＸＡ124

①

②

期間限定
6/23（金）～29（木）

※一部対象外商品がございます。
※店舗により取り扱い商品が異なります。
※写真はイメージです。 ※一部対象外商品がございます。

※店舗により取り扱い商品が異な
　ります。

※写真はイメージです。
　スマートフォンは付属いたしません。

※一部対象外商品がございます。
※店舗により取り扱い商品が異なります。
※写真はイメージです。
　中の小物は付属
　いたしません。

※写真はイメージです。中の小物は付属いたしません。

特価

オーダーインソール成型料 無料

▲モバイルグッズ大特価
（税抜）1,000円 均一（税抜）500円均一・

① ②

足のお悩み相談会も開催中！

※セール品のためサイズのご用意がない
　場合もございます。

店内全品

（税抜）6,000円

12本限定
○当○当8,500円（税抜）→

②

わちふぃーるど

期間・数量限定で
わちふぃーるど商品がお買得です。

展示品革小物セール展示品革小物セール展示品革小物セール
夏の大市

手軽に持ち運び、使用できる卓上
型天体望遠鏡。スマホアプリを
使って、見たい天体を探せます！

自然界の色を再現した、
色の「大辞典」です。

（税抜）7,500円

①
○当○当2,000円（税抜）→

（税抜）1,400円 ○当○当2,300円（税抜）→
（税抜）1,600円

②

6/27日（火）まで

期間中TOMIZ
で1,500円（税込）以上お買上げの各日先着30
名様にオリジナルマグカッププレゼント！

6/23（金）～25(日）3日間限定

当店通常販売価格より当店通常販売価格より


