
①①

①①

脳へ適度な刺激を与えながら、楽しく取り組むことができる
パズルシリーズです。ポケットサイズで子どもから大人まで、
いつでもどこでも気軽に楽しめます。

0歳児がはじめて出会う
おもちゃ。
限りない可能性を秘め
た小さな赤ちゃんには、

「見る」「聞く」「触る」
「たたく」「つかむ」など
五感を刺激して発育に
役に立つおもちゃが必
要不可欠です。
０歳～３歳くらいまでを
対象とした出産ギフト、
プレゼントにも最適な
商品をご提案します。

▲emo branche
①ソファ 46,000円（税抜）

▲emo branche
①ソファ 46,000円（税抜）

▲飛騨高山の木工房＜オークヴィレッジ＞
折りたたみ小机
約幅90×高さ33×奥行45cm
47,000円（税抜）

▲飛騨高山の木工房＜オークヴィレッジ＞
折りたたみ小机
約幅90×高さ33×奥行45cm
47,000円（税抜）

②② ②②

③③

④④

⑤⑤

②ポールハンガー 6,800円（税抜）
③サイドテーブル 9,000円（税抜）

②ポールハンガー 6,800円（税抜）
③サイドテーブル 9,000円（税抜）

④ダイニングテーブル 20,000円（税抜）
⑤チェアー 12,000円（税抜）

④ダイニングテーブル 20,000円（税抜）
⑤チェアー 12,000円（税抜）

▲〔商品例〕
＜ターナー＞
ミルクペイント 800円（税抜）～

▲〔商品例〕
＜ターナー＞
ミルクペイント 800円（税抜）～

▲Di Classe
①Scenario Pendant lamp

（Ｓ）各10,000円（税抜） 
（Ｌ）各12,000円（税抜）

（S）（S）

（S）（S）

（L）（L）

（L）（L）

②Etoile Table lamp frost
23,000円（税抜）

オーダー・イージーオーダーカーテン

▲

〔商品例〕 
①京王電鉄ジグソーパズル 300ピース（全4種）
各1,500円（税抜）
②シンカリオン ワンタッチボトル 1,400円（税抜）
 ／プラコップ 420円（税抜）

▲

〔商品例〕 
①京王電鉄ジグソーパズル 300ピース（全4種）
各1,500円（税抜）
②シンカリオン ワンタッチボトル 1,400円（税抜）
 ／プラコップ 420円（税抜）

〔価格例〕
コルネ ピンタック
1.5倍ヒダ　200×200cm
  10,000円（税抜）
→8,000円（税抜）

牛乳由来の人と地球に優しいペンキです。木材と専用パーツで楽々
ＤＩＹ「ＬＡＢＲＩＣＯ」、
牛乳由来の人と地球に優し
いペンキ「ミルクペイント」
等、新商品が続々入荷！

期間中、木材・素材を
１,０００円（税抜）以上
お買上げいただいた
お客 様には、木 材 加
工を5カットまで無料
でサービスします。
※加工は直線カット
のみになります。

４/２７（金）～７/３１（火）
木材加工無料キャンペーン

厳選した国内産木材を使った国産家具。

東京学芸大学とのコラボ
レーションで生まれた高
品質な木製玩具シリーズ。
子ど も が つ か み や す い
15mmの厚み、ディズニー
の世界観からつながる想
像力の育み。ミッキーやミ
ニーがごっこ遊びに誘い
出してくれます。

パーツと木材（２×4材）を使用し、
突っ張るだけで、棚や柱を作れます。

電車をモチーフにしたメモ帳などのステー
ショナリーから、キーホルダー、トートバッ
グなどの雑貨まで取り揃えました。京王線
柄のオリジナルグッズもございます。

期間中、20%OFFにて
オーダーを承ります。

※一部対象外の商品がございます。
※写真の家具のお取扱いはございません。
※一部対象外の商品がございます。
※写真の家具のお取扱いはございません。

※ドイツ製以外の商品もございます。※ドイツ製以外の商品もございます。 ©Disney©Disney

ドイツ生まれのおもちゃHape

鉄道グッズマーケット
4/27(金)～5/6(日)

インテリアにもなるつみき Disney I KIDEA 脳の健康維持にパズルエクササイズ！

▲

anthem Rachet Sofa
約幅74×高さ66（～33）×奥行90（～126.5）cm
5段階ギア 
  27,593円（税抜）→20,000円（税抜）

▲

メ 

当店通常
販売価格より20％ＯＦＦ

当 

当 

5/31（木）まで

5/31（木）まで
対象家具

合計20,000円（税抜）以上
お買上げで

配送料無料！

▲＜ハナヤマ＞かつのうシリーズ ①チーズ ②ナンバー 各880円（税抜）▲＜ハナヤマ＞かつのうシリーズ ①チーズ ②ナンバー 各880円（税抜）

①

①

②

②

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※使用イメージ※使用イメージ

※使用イメージ※使用イメージ

※使用イメージ※使用イメージ

※使用イメージ※使用イメージ

特価品ひとりがけのソファ。
ゆったり座面のワイド74cm。

ピースを上手くはめる
事ができるかな？

移動するたびに変化する
数字の入れ替えに挑む。

Hape体験会
「つみきでつくってみよう」

4/30(月・振休）11:00～16:00
参加費無料

作例シートに合わせて一緒に
かたちを作ってみましょう。※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。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

プレートを選びかわいいパーツを
はめこむだけで、あっという間に
世界に一つだけのネームプレート
が完成します。
すみっコぐらしのかわいいパーツ
も新しい仲間が増えました。ぜひ
この機会にご利用ください。

所要時間：15分
商品代：540円（税抜）～
※選ぶパーツにより異なります

©2018 San-X Co.,Ltd All Rights Reserved.©2018 San-X Co.,Ltd All Rights Reserved.©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

オリジナルネームプレートをつくろう！
4/27（金）～29（日・祝）11:00～17:00 4F

※5％OFF後の価格

コクヨ×

業界最大級の収納力と、6年間
しっかり使える丈夫さが人気の

「コクヨ×あんふぁん」ランドセル。

全サンプルを展示いたします。

① ②

〔商品例〕 
①クロスリード  レジェンドブラック
②プリエット  クララピンク
①②　 各56,000円（税抜）

→53,200円（税抜）

▲

LABRICO
〔パーツ例〕 
・アジャスター（１セット） 
1,300円（税抜）
・ジョイント（１セット） 850円（税抜）
・棚受シングル（2個入） 700円（税抜）
・棚受ダブル（1個入） 850円（税抜）
・2×４材（180cm） 850円（税抜）

ランドセルフェア
5/3（木･祝）～6（日） 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター
B館２Fセンターコート

早期割引 5％OFF 8/31（金）まで

写真の内容

男前インテリアにおすすめ。

真鍮フレームの星形ランプ。
様々な空間でお部屋の
アクセントに。

4/27（金）〔朝10:00〕

5F

4F

インテリアコーナーに新しく家具が仲間入り

リニューアル記念 ライトＤＩＹ応援キャンペーン！

京王アートマン

聖蹟桜ヶ丘店

4/27（金）・28（土）・29（日・祝）

3日間限定

各日
先着300名様限り

Present!  
当日、1,000円（税込）以上
お買上げいただくと、

「クナイプ バスソルト」
  おひとつプレゼント！
          ※なくなり次第終了

インテリア、ライトDIYやBABY、KIDSの新コーナーが
登場！ 今まで以上の楽しい暮らしをお手伝い。
インテリア、ライトDIYやBABY、KIDSの新コーナーが
登場！ 今まで以上の楽しい暮らしをお手伝い。

4F・5F 新コーナー

京王グループ
共通ポイント 5倍

4/27(金)～5/6（日）

新コーナー限定

京王グループ
共通ポイント 5倍

4/27（金）～5/6（日）

新コーナー限定

京王グループ
共通ポイント5倍

4/27（金）
～5/6（日）

新コーナー限定

京王グループ
共通ポイント5倍

4/27（金）
～5/6（日）

新コーナー限定

京王グループ
共通ポイント 5倍

5/3（木･祝）
～6（日）

対象商品

5/6（日）まで

エデュケーショナル トイ（知育玩具）コーナーＯＰＥＮ

ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＡＴＩＯＮ

0歳から100歳まで学べるおもちゃやゲームを取り揃え
ました。アタマもココロも、どんどん動かそう！

4F

OPEN!

※表示価格は税抜価格です。 　※○は当店通常販売価格です。 　※○はメーカー希望小売価格です。当 メ

暮らし、楽しむ、工夫する。

京王アートマン

聖蹟桜ヶ丘店

www.keio-atman.co.jp

2018年 4月26日号

京王聖蹟桜ヶ丘SC A館 3F・4F・5F
営業時間/朝10：00～夜8：00
TEL.042-337-2555

アートマン
公式アプリ

新商品ご紹介、お役立ち情報
など楽しさ盛りだくさん！

ダウンロードはこちらから

メールマガジン
お得情報配信中！



5F

4F

3F

※写真はイメージです。仕入れ状況によって植物の種類が変わる事がございます。※写真はイメージです。仕入れ状況によって植物の種類が変わる事がございます。 ※写真はイメージです。
　仕入れ状況によって植物の種類が
　変わる事がございます。

※写真はイメージです。
　仕入れ状況によって植物の種類が
　変わる事がございます。

※ジェリーアクアリスタリフィルセット22,800円（税抜）もございます。※ジェリーアクアリスタリフィルセット22,800円（税抜）もございます。

※ケース別売 1,000円（税抜）※ケース別売 1,000円（税抜）

B5・A5サイズがございます。B5・A5サイズがございます。

〔商品例〕 
①レザーステッカー　
ジョークール 750円（税抜）

＜FLOWFUSHI＞ 
ＬＩＰ38℃
スワール＋１℃
①ヌードピンク001/ヌードコーラル002 各1,800円（税抜）
②ヌードスパークリング003 1,600円（税抜）

▲

＜アンファー＞ 
①スカルプD
薬用スカルプ
シャンプー 
オイリー 350ml 
3,612円（税抜）
②スカルプDボーテ 
ピュアフリーアイラッシュセラム プレミアム 
3,204円（税抜）

▲＜マルカン＞
接触冷感ベッド

（Ｓ）幅45×高さ12×奥行40cm 2,111円（税抜）
（Ｍ）幅57×高さ12×奥行52cm 2,759円（税抜）

●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。 また、印刷の特性上、実物と多少色が異なる場合がございます。 ご了承ください。   ●数に限りが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。
※表示価格は税抜価格です。 ※○は当店通常販売価格です。 ※○はメーカー希望小売価格です。当 メ

熟練の職人によって、ひとつ
ひとつ丁寧に作られています。
同じように見えても世界に

たったひとつしかありません。
それでいて電子レンジ・食洗機・オーブンで
使える丈夫さも魅力です。

気になる目もと、口
元に「貼って寝るだ
け」のハリ・乾燥対策
のコラーゲンシート
です。

体験会でお買上げ
いただいた方には、
素敵なプレゼントを
ご用意しています。

高純度の馬油を使用した「横濱馬油商店」
の商品を期間限定でご紹介します。

一部商品スキンケア
売場にてお取り扱い
始めました！

ジェリーアクアリスタ60g2個セットに、
ホワイトトライアルキット1個+ジェリー
アクアリスタミニサイズ2個がついた
お得なセットです。

紫外線量に応じてレンズの濃さが変化するオシャレな
サングラス。室内ではメガネ感覚で、屋外ではまぶしさ
をしっかり防ぎます。

自分用にもギフトにもオススメな扇子。
女性用から男性用まで種類豊富にご用意
しました。

新生活を、自分好みにカスタマイズ！ウォールステッカーや、タイ
ルステッカーに加え、キャラクターステッカーも取り揃えました！

これまでのリュックとはまったく違
う発想でつくられた「B-FORM（ビー
フォーム）」。キレイな姿勢で軽々と山
歩きや街歩きができるように正しい
姿勢をサポートします。

癒しのインテリア、
ハーバリウムをつくっ
てみませんか？
メインのお花は数
種類からお選びい
ただけます。

人間工学に基づい
た曲線ボディで体に
フィットして、首や
肩に集中していた荷
物の重さを背中に
分散させ、疲れを軽
減させます。普段使
いから運 動、旅行、
ママバッグとしても
活躍します。

ウェッジウッド、ヘレンド、フッチェンロ
イター、アラビア、イッタラ、ナハトマン、
バカラなど各国が誇る有名ブランドの
商品をお買得価格にてご提供いたします！

予防医学のアンファーの専門スタッフによる
頭皮スコープチェックを行います。

LIP38℃の限定色
が登場！ヌーディな
ベージュに＋1℃の
血色感を与えるグ
リッターを渦にブ
レンド。にじみ出る
自然な血色感で華
やかな唇へ。

フトンタイプの
マットレスがお買得！

ふれた瞬間ひんやりクール。
夏向けペット用ベッド。

使いやすさ◎体にやさしい バッグ

ゴールデンウィーク イベント楽しい体験！参加しよう!

お手入れしやすい 観葉植物 新登場

お庭をかわいく演出！ガーデン雑貨

〔商品例〕 
アートマン限定
馬油スキンケア 
フェイス＆ボディ
セット 
3,000円（税抜）

〔対象商品例〕 
セプトクルールB5プラスチックバインダー 各550円（税抜）

〔商品例〕 
フィルストン
カラーチェンジャーグラス 8,200円（税抜）

1,100円（税抜）～

②ウォールステッカー　
モンステラ 800円（税抜）

▲

＜富士フイルム＞ 
アスタリフト ジェリーアクアリスタ 
桜ヶ丘店限定セット 
24,000円（税抜)

▲

＜富士フイルム＞ 
アスタリフト ジェリーアクアリスタ 
桜ヶ丘店限定セット 
24,000円（税抜)

①カラフルバケツ サボテン
各1,800円（税抜）　
②CAFÉ コーヒーの木
各1,600円（税抜）

③アクアテラポット観葉植物
1,200円（税抜）～

①カラフルバケツ サボテン
各1,800円（税抜）　
②CAFÉ コーヒーの木
各1,600円（税抜）

③アクアテラポット観葉植物
1,200円（税抜）～

▲

 
セリジエ
コラゲナイト 
2,760円（税抜）　

▲

 
セリジエ
コラゲナイト 
2,760円（税抜）　

▲

 

▲

 

▲

 

▲

 
▲

 

▲

 

▲

 
ガーデントレイ 
トリプルピッグ 
2,500円（税抜）

▲

 
ガーデントレイ 
トリプルピッグ 
2,500円（税抜）

▲

 
スプレー
スプリンクラー
容量1.6L 980円（税抜）

▲

 
スプレー
スプリンクラー
容量1.6L 980円（税抜）

ミニ
スタンドボード 
高さ26cm 900円（税抜）

ミニ
スタンドボード 
高さ26cm 900円（税抜）

手間いらず イミテーショングリーン

＜ハルメク＞コラゲナイト体験会
4/28（土）～30（月・振休）11:00～19:00

＜アンファー＞スカルプD頭皮チェックイベント
4/28（土）11:00～19:00

フィルストン フェア
5/13（日）まで

＜S&C＞
デコレーションステッカーフェア

横濱馬油商店実演販売会
4/27（金）～5/6（日）11:00～19:00

＜マルマン＞ルーズリーフバイキング
4/28（土）～30（月・振休）※最終日のみ18：00まで

桜ヶ丘リニューアル
オープン記念！

フローフシから話題の限定リップが登場！

▲ 
①LED付グラスジャー（ドライ植物と造花入り） 1,900円（税抜）
②スワッグ GRASS VINE 2,500円（税抜）
③ラベンダー（造花） Lサイズ 3,500円（税抜）　

▲ 
①LED付グラスジャー（ドライ植物と造花入り） 1,900円（税抜）
②スワッグ GRASS VINE 2,500円（税抜）
③ラベンダー（造花） Lサイズ 3,500円（税抜）　

①

①
①

①

①

③

③

②

②

②

②

②

▲＜マニフレックス＞ 
ファインジュリオ　
マットレス シングル

数量限定

SPF20
PA++

▲ ＜ACE＞ B-FORM クレール
①（小） 幅28×高さ33×奥行15cm 5,900円（税抜）
②（大） 幅30×高さ38×奥行15cm 6,900円（税抜）
カラー:ブラック・ネイビー・ベージュ・モーヴピンク（全４色）

▲ ＜ACE＞ B-FORM クレール
①（小） 幅28×高さ33×奥行15cm 5,900円（税抜）
②（大） 幅30×高さ38×奥行15cm 6,900円（税抜）
カラー:ブラック・ネイビー・ベージュ・モーヴピンク（全４色）

▲ Healthy 
Back Bag
11,500円（税抜）～

▲ Healthy 
Back Bag
11,500円（税抜）～

ポーランド食器 
ツェラミカ アルティスティチナの世界

5/14（月）まで

品ぞろえが充実しました！ 
輸入ブランド食器セール

母の日の
贈り物

にも

＜ご紹介イベント＞
4/28（土）・29（日・祝）11:00～19:00

3F 4F
ハーバリウム体験

4/28（土）11:00～/13:00～/15:00～

予約・お問合せ：ホームメンテナンス売場　TEL 042-337-2579（10：00～20：00）

5F
所要時間：約40分
参加費：2,500円（税抜）
定員：各回8名（予約可）

※写真は使用イメージです。※写真は使用イメージです。

暮 ら し を 彩 る お す す め Ｇ ｏ ｏ ｄ ｓ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

鉋を使用して木を
削っていきます。作
成した箸には電気
ペンでお名前を入
れていだだけます。
材料はサクラ・イチ
イ・カエデからお選
びいただけます。

てづくりお箸をつくろう
4/29（日・祝）11:00～/13:00～/15:00～5F

所要時間：約40分
参加費：800円（税抜）
定員：各回8名（予約可）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

家具作りで重宝され
ている素材「籐」を使
って、直径10cm前後
のトレーを作ります。
難しい部分はスタッフ
がフォローするので安
心してご参加いただけ
ます。

籐で作る円型トレイ
5/6（日）11:00～/13:00～/15:00～5F

所要時間：約1時間
参加費：1,000円（税抜）
定員：各回8名（予約可）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

アクセサリー
などの小物入れ
としても

LEDで照らす
と幻想的に

霧吹きと
ジョーロの
１台２役

©Tomomi.T©Tomomi.T※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。※写真はイメージです。

▲

①雪肌精
スノーCCパウダー（3色） 
各3,200円（税抜）
②エスプリーク 
リッチクリーミールージュ（10色） 
各2,300円（税抜）

▲

①雪肌精
スノーCCパウダー（3色） 
各3,200円（税抜）
②エスプリーク 
リッチクリーミールージュ（10色） 
各2,300円（税抜）

コーセーカウンセリング化粧品コーセーカウンセリング化粧品
クリーミィなタッチでかな
う、濃密な発色とリッチな
うるおいの落ちにくいリ
キッドルージュです。①

②

聖蹟桜ヶ丘店新登場！
SPF14
PA+

※使用イメージ※使用イメージ

※在庫状況により異なります。※在庫状況により異なります。

※柄は一例です。※柄は一例です。

詳しくはこちら

とう

対象のルーズリーフバインダーを
お買上げのお客様限定！
参加費：500円（税抜）

背もたれの黒板
にメッセージが
書けます

アクアテラポット
底 面 のひもで
適 度に 給 水し
てくれるので、
水やりが簡単！

▲

＜ＰHYSICIANS FORMULA（フィジシャンズフォーミュラ）＞
①ミネラルウェア クッションコレクター＋プライマーデュオ（2色） 各2,500円（税抜）
②クッション ファンデーション（3色） 各2,700円（税抜）

▲

＜ＰHYSICIANS FORMULA（フィジシャンズフォーミュラ）＞
①ミネラルウェア クッションコレクター＋プライマーデュオ（2色） 各2,500円（税抜）
②クッション ファンデーション（3色） 各2,700円（税抜）

とけこむように肌に
なじみ、毛穴・色ムラ
をナチュラルにカバー
する新感覚のベース
メイクです。

①

＜ご紹介イベント＞
4/27（金）・5/1（火）

11:00～19:00

1937年にアメリカで生まれた
コスメブランド。
敏感肌の方でも使える
コスメとして人気です。

②

ご用意したルーズリーフが
綴じ放題です！

レンズの
濃さが変化！

扇子特集

特価

紫外線
99%以上
カット

ブルーライト

約25～60%
カット

※1

※1：レンズの濃度による

数量限定

数量限定

京王グループ
共通ポイント

5倍
4/27（金）～5/6（日）

新コーナー限定

体に
フィットして
疲れにくい！

豊富な
カラー！

①
②

※生産国 ①大韓民国 ②アメリカ合衆国※生産国 ①大韓民国 ②アメリカ合衆国
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