
Opening Present!Opening Present!
1.19 （金）.20（土）.21（日）

※プレゼントはなくなり次第終了いたします。

京王アートマン 府中店

TEL: 042-367-1001

府中市府中町1-2-1 京王府中SC 2・3・4F

●掲載商品の仕様、デザインなどは予告なく変更する場合がございます。  ご了承ください。  
●数に限りある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。 ●印刷の特性上、実物と多少色が異なる場合がございます。  ※表示価格は税抜価格です。  

keio-atman.co.jp
アートマン公式アプリ

ダウンロードはこちら →

@keio.atman

〈ロンシャン〉 
ル・プリアージュ ネオ
ハンドバッグ

新しい仲間が
入りました

〈コーチ〉

※一部対象外の商品がございます。

売場移動のお知らせ

健康用品・トラベル用品は
4F 家庭用品売場 へ

移動しました。

インポートバッグも充実！

COACH

marimekkoLONGCHAMP

kipling

京王グループ
共通ポイント5倍！〔3日間〕1.19～21

装い新たに、2Fリニューアルオープン！！
京王アートマン 府中店

京王アートマン 府中店2F Renewal OPEN!

【平日】 11:00～21:00
【土日祝】10:00～20:00

営業
時間

おトクな情報を配信中！
メールマガジン
お得情報配信中

京王アートマン
公式ホームページ

京王府中SC 2Fで
お待ちしています！！

1,000円（税込）以上
お買上げのお客様に

「クナイプ バスソルト」
おひとつプレゼント！
※プレゼントはなくなり次第終了いたします。

1,000円（税込）以上
お買上げのお客様に

「クナイプ バスソルト」
おひとつプレゼント！

各日先着
300名様

限り

各日先着
700名様

限り

③M（32×28×17cm）  20,700円（税抜）

②Ｓ（25×23×16cm） 
18,900円（税抜）

〈ロンシャン〉 
ル・プリアージュ トートバッグ
①L（31×30×19cm） 
12,600円（税抜）

〈マリメッコ〉
①Pieni Unikko 
　ショルダーバッグ
10,500円（税抜）

②Buddy 
　リュックサック
18,000円（税抜）

①

①

①

②

②

②

②

③

③

大人気のロングセラー
タンカーシリーズ 充実しました

25,800円（税抜）

①2WAYショルダー

29,800円（税抜）

②トート

PORTERの代表的モデル。ミリタリーテイ
ストのシンプルなデザインと優れた機能性
で世代を問わず支持され続けています。

流行に左右されない定番アイテムとして
1つは持っておきたいブランド。洗練され
たデザインと有名ブランドに裏打ちされ
た品質は特筆すべきものがあります。

カラフルで大胆なカラーを使った画期的な
テキスタイルが人気のブランド。 
定番のウニッコ柄はもちろん、ユニセックスで
シンプルな機能的リュックも人気です。

幅広い世代に人気を誇るロンシャンの
中でも「ル・プリアージュ」は軽くて
丈夫な上に、おしゃれできちんとした
風貌が通勤バッグとしても人気です。

〈キプリング〉 ②EXPERIENCE S 
　リュックサック
9,200円（税抜）

③ORELIE BP 
　2WAYショルダー
9,540円（税抜）

①GAELLE ショルダー
7,200円（税抜）

ナイロン素材を使用した軽さとデザインが
特徴的なブランド。ポケットが
たくさん付いた実用性の高い
作り、発色の美しいカラー
展開が魅力です。

金 日

機能的！

①

府中店限定



数量限定プレゼント付
数量限定プレゼント付

数量限定プレゼント付

数量限定
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数量限定
プレゼント付

数量限定プレゼント付
数量限定プレゼント付

数量限定プレゼント付

数量限定プレゼント付
数量限定

〈アスタリフト〉   
ジェリーアクアリスタ 60g スペシャルキット
＋ジェリーアクアリスタ ミニ 5ｇ×2
  モイストローション 
  ミニ 18ml×1 12,000円（税抜）

アミノ酸のうるおいベールが肌を
包み、透明感が際立つ仕上げ用パ
ウダーです。

下地不要で、シミや赤みなどをナチュ
ラルにカバーしてくれるファンデー
ション。 しっとりと密着して乾燥しにく
いツヤ肌に。

敏感肌の方でも使えるコスメとして誕生したフィジ
シャンズフォーミュラ。 ミネラルメイクがツヤ肌を
長時間キープ。

ティント、マット、透け感や高発色など…
新色や新質感の優秀カラーリップが続 ！々
春のメイクは唇美人から。1937年にアメリカで

生まれたコスメブランド！

話題のふたえメイク。 接着し
ないからとても自然な仕上
がりです。

〈江原道〉
マイファンスィー 
メイクアップ カラーベース
全4色  各25g

〈ナチュラグラッセ〉
メイクアップクリーム
全2色  各30g

肌色をより美しく、
化粧を長持ちさせる
人気の下地です。

●掲載商品の仕様、デザインなどは予告なく変更する場合がございます。  ご了承ください。  ●数に限りある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。  ●印刷の特性上、実物と多少色が異なる場合がございます。  ※表示価格は税抜価格です。

〈マナラ〉
ホットクレンジング
ゲル 200ｇ

さらっとした使用感なのにしっかり潤う、
リピーター続出の化粧水。乾燥肌、敏感
肌の方にもオススメです。

〈アクセーヌ〉
モイストバランス ローション 360ｍｌ

〈パーフェクトワン〉
リフティングジェル
50ｇ

クレンジングするだけでメイクも毛穴汚れも
スッキリ！ 潤いに満ちた肌に洗い上げます。

オールインワンジェルで人気のパーフェ
クトワン。リッチな使用感のリフティング
ジェルに、お得なミニサイズ付きセットを
ご用意いたしました！

人気のジェリーアクアリスタ
（60g）の価格でお得なミニ
サイズが3点付いてきます。

January 2018京王アートマン 府中店2F Renewal OPEN!

SPF25 PA++
SPF31 PA+++

SPF44 PA+++

〈チャコット〉
エンリッチングパウダー
全3色  各30g

〈TV＆MOVIE〉 
ケア・ラッシュ
ロング／ボリューム／リピート（重ね塗り用） 各1,800円（税抜）

〈エリザベス〉 
ラクオリ リキッドフィルム
5ml 2,700円（税抜）

各4,000円（税抜） 各2,800円（税抜）

〈チャントアチャーム〉
クレンジングミルク
130ml 2,500円（税抜）

〈エトヴォス〉
タイムレスシマーミネラル
ファンデーション リフィル

（パフ付）全4色 各3,800円（税抜）

〈フィジシャンズフォーミュラ〉
①クッションコレクター
　プライマーデュオ
②クッション
　ファンデーション 2,700円（税抜）

各2,500円（税抜）

3,800円（税抜）

6,000円（税抜）5,500円（税抜）

各1,800円（税抜）

※パフは別売となります。

※ケースは別売となります。
リップグロスミニサイズ&
アクアファンデーション

パウチサンプル プレゼント！
クレンジング
リキッド50ml &
CCクリーム
サンプルパウチ2包
プレゼント！

フラコラ
フラワージュ１本
プレゼント！

モイストバランス
ジェルサンプル2包 &
フェイシャルソープ
AD 30g プレゼント！

人気のプラセンタ原液にプラセ
ンタドリンクのおまけ付きお得
セットです。

蒸気のチカラと自然の恵みから生まれ
た全身用保湿クリームです。かわいい
デザインも人気です！

〈フラコラ〉
ホワイテストプラセンタエキス
原液 30ｍｌ 3,333円（税抜）

ベタつかず、しっとり仕上
がる髪の美容液トリートメ
ント。

潤いを守ってしっかり
落とせる自然派クレン
ジング。
ダブル洗顔不要です。

〈ラカスタ〉
ヘアエマルジョン
80ml 2,500円（税抜）

クレンジング
ミニボトル
プレゼント！

サンプルプレゼント！

ローションRミニボトル20ml
プレゼント！ シャンプー&トリートメント

サンプルパウチ2種
プレゼント！

〈スチームクリーム〉
各1,675円（税抜）

※写真はイメージです。

※使用イメージ※使用イメージ

各660円（税抜）

〈フローフシ〉
SAISEIシート マスク
フェイスライン用／口もと用／目もと用 
各2枚入 各1,600円～1,800円（税抜）

〈フローフシ〉
モテマスカラシリーズ

気になるポイント別に
ケアできるシートマスク。

リップメイクがなきゃ始まらない！春を彩るおすすめカラーリップ！

話題のブランド、フローフシコスメ。 
注目アイテムをぜひお試しください！

② 〈オペラ〉
リップティント
1,500円（税抜）

③ 〈ロレアル〉
シャインオン  
2,000円（税抜）

⑤ 〈レブロン〉
ウルトラHD 
マットリップカラー
1,500円（税抜）

① 〈レブロン〉
マットバーム  
1,200円（税抜）

⑥ 〈エクセル〉
リップケアオイル 
1,400円（税抜）

④ 〈ヴィセリシェ〉
クリスタルデュオ 
リップスティック
1,500円（税抜）

⑦ 〈フローフシ〉
LIP38℃    
1,600円（税抜）

オリジナルタオル
プレゼント！

ご紹介イベント
1/19（金）・20（土）

11:00～19:00
イベント時限定！

10,000円（税抜）以上お買
上げのお客様に、数量限
定のスペシャルプレゼン
トをご用意しております。

体験イベント
1/20（土）・21（日）
11:00～19:00
専門スタッフが
使い方やコツを

ご説明いたします。

① ②

中谷美紀さん愛用！ 話題のマスカラです。

MAKE U
P 

     
COSME!取扱店舗限定メイクブランド『ヴィセアヴァン』が府中店に登場！

SNSや口コミで話題の商品をぜひお試しください。

気分やシーンに合わせて
選べるマスカラ。

MOTEMASCARA

①

②

③

④ ⑤
⑥

⑦

R

Skin Care

Make Up

Recommend

気分やシーンに合わせて
選べるマスカラ。

MOTEMASCARA



Opening Present!Opening Present!
1.19 （金）.20（土）.21（日）

※プレゼントはなくなり次第終了いたします。

京王アートマン 府中店

TEL: 042-367-1001

府中市府中町1-2-1 京王府中SC 2・3・4F

●掲載商品の仕様、デザインなどは予告なく変更する場合がございます。  ご了承ください。  
●数に限りある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。 ●印刷の特性上、実物と多少色が異なる場合がございます。  ※表示価格は税抜価格です。  

keio-atman.co.jp
アートマン公式アプリ

ダウンロードはこちら →

@keio.atman

〈ロンシャン〉 
ル・プリアージュ ネオ
ハンドバッグ

新しい仲間が
入りました

〈コーチ〉

※一部対象外の商品がございます。

売場移動のお知らせ

健康用品・トラベル用品は
4F 家庭用品売場 へ

移動しました。

インポートバッグも充実！

COACH

marimekkoLONGCHAMP
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京王グループ
共通ポイント5倍！〔3日間〕1.19～21

装い新たに、2Fリニューアルオープン！！
京王アートマン 府中店

京王アートマン 府中店2F Renewal OPEN!

【平日】 11:00～21:00
【土日祝】10:00～20:00

営業
時間

おトクな情報を配信中！
メールマガジン
お得情報配信中

京王アートマン
公式ホームページ

京王府中SC 2Fで
お待ちしています！！

1,000円（税込）以上
お買上げのお客様に

「クナイプ バスソルト」
おひとつプレゼント！
※プレゼントはなくなり次第終了いたします。

1,000円（税込）以上
お買上げのお客様に

「クナイプ バスソルト」
おひとつプレゼント！

各日先着
300名様

限り

各日先着
700名様

限り

③M（32×28×17cm）  20,700円（税抜）

②Ｓ（25×23×16cm） 
18,900円（税抜）

〈ロンシャン〉 
ル・プリアージュ トートバッグ
①L（31×30×19cm） 
12,600円（税抜）

〈マリメッコ〉
①Pieni Unikko 
　ショルダーバッグ
10,500円（税抜）

②Buddy 
　リュックサック
18,000円（税抜）

①

①

①

②

②

②

②

③

③

大人気のロングセラー
タンカーシリーズ 充実しました

25,800円（税抜）

①2WAYショルダー

29,800円（税抜）

②トート

PORTERの代表的モデル。ミリタリーテイ
ストのシンプルなデザインと優れた機能性
で世代を問わず支持され続けています。

流行に左右されない定番アイテムとして
1つは持っておきたいブランド。洗練され
たデザインと有名ブランドに裏打ちされ
た品質は特筆すべきものがあります。

カラフルで大胆なカラーを使った画期的な
テキスタイルが人気のブランド。 
定番のウニッコ柄はもちろん、ユニセックスで
シンプルな機能的リュックも人気です。

幅広い世代に人気を誇るロンシャンの
中でも「ル・プリアージュ」は軽くて
丈夫な上に、おしゃれできちんとした
風貌が通勤バッグとしても人気です。

〈キプリング〉 ②EXPERIENCE S 
　リュックサック
9,200円（税抜）

③ORELIE BP 
　2WAYショルダー
9,540円（税抜）

①GAELLE ショルダー
7,200円（税抜）

ナイロン素材を使用した軽さとデザインが
特徴的なブランド。ポケットが
たくさん付いた実用性の高い
作り、発色の美しいカラー
展開が魅力です。

金 日

機能的！

①

府中店限定


