
配送料無料キャンペーン 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。

生活便利帳アプリ

QRコードで簡単カード登録！!

期間:9/13 24（水） （日）～

京王アートマン
暮らし、楽しむ、工夫する。

VOL.400 2017年9月13日号
www.keio-atman.co.jp

京王八王子店
042-656-7292

聖蹟桜ヶ丘店
042-337-2555
営業時間/朝10時～夜8時

府中店
042-367-1001
営業時間/[平日]朝11時～夜9時
[土日・祝]朝10時～夜8時

営業時間/朝10時～夜9時

新百合丘店
044-965-8010
営業時間/朝10時～夜9時

高幡店
042-599-1841
営業時間/朝10時～夜9時

多摩センター店
042-356-8501
営業時間/朝10時～夜9時

吉祥寺店
0422-24-6681
営業時間/朝10時～夜9時

笹塚店
03-5738-8461
営業時間/朝10時～夜9時

アートマン公式アプリ誕生！
ダウンロード
特典プレゼント！

ダウンロードはこちらから

12/31（日）
まで

大人気のライフログダイアリー「ジブン手帳」！色鮮やかな
蜷川実花デザインを
あなたのそばに。

文具ソムリエール、菅未里さん監修。
卓上カレンダーと方眼ノートが
合体したモバイル手帳。

独自のインデックスで、家計簿ページを
自由に開くことができます。

日にちが縦に並んだ３年連用手帳。
過去の振り返りがしやすい！

全ページ真っ黒な手帳です。
パイロットの「ジュースアップ」などを使って
あなた好みの手帳に仕上げてください！

人気のロルバーンに干支デザイン登場！
2018年は“戌”！

薬の飲み忘れ、
飲み間違いをなくす、
ポケット付の
カレンダーです。

人気洋菓子店「西光亭」の
クッキーのパッケージを
描いている藤岡ちささん
のイラストカレンダーです。

全面ホワイトボード仕様
のカレンダー。 なんでも
書き込めて、予定が終わっ
たら何度でも書き直せます。

サイズ:H217×W138ｍｍ

　＜コクヨ＞
ジブン手帳Biz〈A5スリム〉
①黒②赤③ネイビー 
各3,200円（税抜）

▶

サイズ:H188×W135mm
サイズ:H215×W155mm

　＜APJ＞
M/mika ninagawa 
2018 Monthly JOURNAL
①B6シンプルマンスリー
②A5ガントチャート
各1,200円（税抜）

①フルサイズ
2,600円（税抜）

▶

サイズ:H160×W225mm

　＜CARL＞
カレンダー手帳〈A5〉
①ひまわり②ブルーフラワー 
各1,950円（税抜）

▶

サイズ:H182×W128mm

　＜アーティミス＞
スリーイヤーズ〈B6〉
①ネイビー②アイボリー 各2,500円（税抜）

▶

サイズ:H186×W132mm

　＜デザインフィル＞
ダブルスケジュール マネー〈B6〉
①黄色②水色 各1,300円（税抜）

▶

サイズ:H193×W153mm

　＜パイロット＞
ブラックダイアリー〈B6〉
①白②黒 各1,300円（税抜）

▶

サイズ:H183×W148mm

　＜デルフォニックス＞
ロルバーン ダイヤリー ドッグL
①ダークブルー②ホワイト 
各1,100円（税抜）

▶

サイズ:H580×W368mm

　＜APJ＞
お薬ポケット
カレンダー
2,000円（税抜）

▶

サイズ:H125×W215mm

　＜APJ＞
りすたちのポストカードカレンダー
1,000円（税抜）

▶
サイズ:H423×W395mm

②ミディアムサイズ
2,100円（税抜）
サイズ:H305×W240mm

　＜ほぼ日＞
ホワイトボード
カレンダー

▶

月間

家計簿
月間

月間

週間

2018

2020

2019

月間

月間 月間

月間

月間

ガント
チャート

24時間
バーチカル

ガント
チャート

方眼
ノート

ポイントポイント
キャンペーンキャンペーン

1010倍倍

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

 期間中に手帳・カレンダーをお買上げいただくと、
京王グループ共通ポイント通常1％ポイントのところ

　　　 の　　　　   が加算されます。ポイントポイント10倍10倍 ポイントポイント10倍10倍

/139 24水 日期間限定

桜ヶ丘3F・府中2F（カレンダー）／3F（手帳）・八王子7F・
新百合4F・高幡・多摩センター・吉祥寺6F・笹塚3F

留めバンドは
立脚ストッパーに

卓上カレンダー
が手軽に手帳に

ジュースアップ
パステル･メタリックカラー 

200円（税抜）～
※ポイント10倍対象外です。

② ③①

②①②①

②

②

②

②

②

①

①

①

①

①

この部分を
抑えてめくると、
赤いページが
開きます。

この部分を
抑えてめくると、
青いページが
開きます。

人気のリバティプリント。

ダイアリー欄以外にも、2018年の夢、お金の計画、本・映画リスト、贈答
品リスト、約束したことリスト、今年の振り返りなど、充実の書き込み欄！

おすすめ！

©M/mika ninagawa©M/mika ninagawa

※黒い紙にも書ける筆記具をご利用ください。※黒い紙にも書ける筆記具をご利用ください。

はやめに押さえたい 
2018 使える手帳・カレンダー

透明ポケットに、
１週間分のお薬を分けて
入れる事ができます！

大きな文字で見やすく、
スケジュールも書き込める
カレンダー！

表1



2017.9.13

9.22fri- 9.24sun

※京王百貨店、京王アートマン、ビックカメラ、クラウン街、さくらゲート各店
　および一部の専門店は対象外になります。

※すべての京王パスポートカードが対象です。

京王パスポート
VISAカード

京王パスポートカード
（クレジット）

京王パスポート
現金専用カード

京王パスポート
PASMOカード VISA

・　京王ストア 桜ヶ丘店

期間中、対象店舗での京王パスポートカードご利用の
お買い上げ・ご飲食についてお買い上げポイントが　倍に。5

選べるプレゼントキャンペーン象印ステンレスマグ

期間中に対象商品をお買上げいただくと、京王グループ共通ポイント10倍！

期間中、象印のボトルをお買上げでご応募頂いた方の
中から抽選で10名様に「アートマンお物券2,000円分」、
5名様に「象印炊飯ジャー」をプレゼント。
＜応募締め切り:
11/30（木）まで＞
※詳しくは売場
係員にお尋ねく
ださい。

③カナナ モノグラム  
11,000円（税抜） 

②カナナ リュック  
15,000円（税抜） 

①カナナ エブリーリュック  
10,000円（税抜） 

①SMLB36 360ml

   2,480円（税抜） 

②SMSD48 480ml

   2,780円（税抜）

　〔対象商品例〕

＜Kanana project＞

▶注目商品は、新効能
「しわを改善する」
リンクルクリーム。
薬用有効成分、純粋
レチノール配合の美
容液&アイクリーム
です！

バレエやダンス用品で歴
史 あ る 信 頼 の ブ ランド

『チャコット』。
お問い合わせの多かった
メイクブランドがアートマ
ンに登場しました！大容
量かつ高品質のアイテム
を是非お試しください。

コンパクトでカラフル、そして
シンプルでスタイリッシュな
調理家電シリーズです。

肌どけなめらか、夜中しっとり、まるで熟睡
した後のような「うっとりツヤ肌」へ。リ
ニューアルしてパワーアップしたナイト
チャージクリームのお得なセット品をご用
意しました。

財布・バッグなど、大切な
ものにつけておくと、ス
マートフォンに置き忘れ
をお知らせします。

縫製をせず金具をかしめて
製作され、シンプルながら細
部に拘ったアイテムを提案す
るブランド「SToLY」。2011
年に立ち上げられたMADE 
IN JAPANブランドです。

「パーツつめ放題1,000円（税抜）」
「金属パーツ 
当店通常販売価格より10％OFF」
など、お買得企画もりだくさん！

誕生10周年！常に
進化し続ける“後ろ
姿美人”なリュック
です。

毎日使えるシンプルかわいい
デザインが魅力です♪

美しい光沢が洗
練された印象の
バッグ♪軽量で
使い勝手が良い
のも魅力的。

桜ヶ丘4F 府中2F 八王子7F 新百合5F
高幡 多摩センター 笹塚3F吉祥寺6F

桜ヶ丘4F 府中2F 八王子7F 新百合5F
高幡 多摩センター 笹塚3F吉祥寺6F

桜ヶ丘4F 府中3F 八王子7F 新百合4F
高幡 多摩センター 笹塚3F吉祥寺6F

桜ヶ丘5F 府中4F 八王子7F 新百合5F
高幡 多摩センター 笹塚3F

桜ヶ丘3F 府中2F 八王子7F
多摩センター 吉祥寺6F

「なくす」をなくす。
話題のグッズがポイント10倍！

※使用イメージ※使用イメージ

※使用イメージ※使用イメージ

※写真は一例です。※写真は一例です。

※無料アプリのダウンロードが必要です※無料アプリのダウンロードが必要です

②

②

③

①

①

9/22（金）～26（火）

　〔商品例〕
エリクシール 
シュペリエル
エンリッチド 
リンクルクリーム Ｓ

（医薬部外品）
5,800円（税抜）

▶

　〔商品例〕
ソロブレンダーソラン　
4,000円（税抜）

〔商品例〕

▶

　〔商品例〕
エンリッチング パウダー
1,800円（税抜）

▶

　〔商品例〕
バラエティパック
680円（税抜）

▶

桜ヶ丘4F

桜ヶ丘3F

桜ヶ丘4F

桜ヶ丘5F

桜ヶ丘5F

レコルトコーナーOPEN

チャコット取り扱い
スタートしました！

本革バッグ
オーダー会
開催

リニューアル！

約幅29×高さ28
×奥行10cm

約幅26×高さ30×奥行11cm

約 縦36×横19×厚さ4mm　
重さ:3ｇ

約幅38×高さ32
×奥行13cm

　＜富士フイルム＞
アスタリフト ナイトチャージクリーム 
スペシャルキット
7,000円（税抜）

▶

　MAMORIO
（マモリオ）
3,500円（税抜）

▶

　本革バッグ
12,000円（税抜）～

▶

ソロブレンダーソラン実演販売
9/16（土） 11:00～18:00 桜ヶ丘5F

オーダー会開催
9/16(土)～18(月・祝)・9/23(土・祝)・24(日) 11:00～18:00 桜ヶ丘3F

ポイントでお得に！秋の模様替え応援

資生堂カウンセリング化粧品
聖蹟桜ヶ丘店に登場！

大人気カナナシリーズが全品ポイント10倍！

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

期間中350ポイント 期間中1,000ポイント

期間中1,200ポイント～
期間中1,500ポイント

※一部対象外がございます※一部対象外がございます
①オーダー/イージーオーダーカーテン

オーダーカーペット・国産モケットカーペット
期間中ポイント10倍

期間中ポイント10倍期間中10％割引※②羽毛掛布団
※9/25（月）からの当店通常販売価格より※9/25（月）からの当店通常販売価格より
＆

期間中1,100ポイント

合計15名様にプレゼント！

開店3周年記念祭
パーツクラブ

アートマンセレクト
対象商品
ポイント10倍

9/13（水）～24（日）

数量限定
数量限定

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

シングルサイズ
   49,800円（税抜）
→44,820円（税抜）+4,482ポイント 
当 

9/24（日）まで 京王パスポートカードをお持ちの方に、お得なご購入特典がございます。

お買物券
2,000円

ま
た
は

秋の新商品新商品 イチオシ＆


