
 

10月 26 27 28 木 金 土 

3 日間限定 
店内の商品 

※一部除外品有り 

イベント  

無料!! 

2,000円以上お買上げで抽選会の 
景品で食パン半斤が当たる！ 
さらにクーポン券も付いてます！ 

期間中メサベルテ高槻店とコラボ！ 

 

※ →クーポン券利用は 10/26～28までです。
高槻店のみご利用できます。ご注意ください。 

イベント  

詩描人あいこ 来店 

10/26･27･28 10/26・27のみ 

 
PILOT エボルト 2+1 

PILOT レグノ 

●ボストン在住 

●さまざまな作品展やイベントで活躍中 

●お話をお伺いして、絵と言葉をその場で描きあげます。 

パステルと水彩を中心に優しい色調で描かれたイラストと、

添えられたメッセージは癒しを与えてくれます。 

年賀状 
喪中はがき印刷 

10/26～28 

今がお得!! 

高槻店のみ 

2018年 戌年 

高槻センター街本店  

高槻市高槻町 15-24 TEL:072-681-1213 

 1F売り場：筆記具・高級筆記具・書道用品 
    雑貨・年賀状、喪中印刷・インク 

カートリッジ・2018年手帳、カレンダー 

10/26･27･28  
３日間 
限定 印刷代より 

20%OFF!※ハガキ代は割引対象外です 

表書き承ります（別途料金有り） 

1,500 円以上(税抜き)ご購入で 

ポストカードサイズの原画プレゼント！ 

2018 年カレンダー・ポストカード販売！ 

10/28 限定  

詩描人 

あいこ × 
PILOT 

クレオロール 
お絵描き教室開催！ 

定価\1,000+税 \800＋税 

定価\1,500+税\1,200＋税 

美しく輝くアルミボディ！ 

木の温かみを感じる木軸のボールペン。 
使い込むほどに味わい深い艶が楽しめます。 

定価\1,000+税 \800＋税 

三菱鉛筆 M9951P 
クルトガアドバンス 
キレイな文字が書き続けられる！ 

最新機構による芯の折れにくさと安

定した濃さ、太さで筆記をサポート 

定価\550+税\440＋税 

ショウワノート 

塗り絵 
セレクション 
～プレミアム 

 キャラ塗り絵～ 

定価\600+税 

\475＋税 

カワイさに加え緻密で繊細なデザインだから 

子供から大人まで楽しめる！ 

メディア 
で話題 

イワコー 

おもしろ消しゴム 

(よりどり各 1 個) ５個で \300+税 

日本クリノス 年賀状ファイル 

A-7721 

SMART FIT 

PuniLabo 

マグネットクリップ 

定価\500+税\400＋税 

 

ポコッと押せば 

ペンスタンドに！ 

A-7712 

SMART FIT PuniLabo ペンスタンド 

定価\1,400+税 \1,100＋税 

 

今が旬！話題の文具 

A6 60 ポケット 

 

定価\370+税 

\300＋税 

A6 90 ポケット 

 

定価\500+税 

\400＋税 

A4 120 ポケット 

 

定価\720+税 

\575＋税 

LIHIT LAB.  PuniLaboシリーズ 

 

A-7722 
SMART FIT 
PuniLabo 
マグネットバンド 

定価\550+税\440＋税 

 

レイメイ藤井 LNB42 

ブラック＆コルクボード 

1 枚 2 役！両面使える優

れもの。 

\2,100＋税 

定価\4,200+税 A2 サイズ 

8 色セット 

(定価\1,000+税) 

ご購入の方 



 

 

 

10月 26 27 28 木 金 土 

3 日間限定 
店内の商品 

※一部除外品有り 

注目商品 

高槻センター街本店  

高槻市高槻町 15-24 TEL:072-681-1213 

 2F売り場：ファイル・事務用紙・事務用品 
    事務機器・OA用品・製図用品 
    印鑑・法令用紙他 

カメラ付きロボット<アボットライリー> 
 わずか 12ｃｍ！手のひらサイズの可愛い「見守りロボット」 

Wi-Fi環境で利用できます 

専用アプリで簡単操作！ 

●侵入者感知●赤外線夜間感知●両方

向音声対話 etc. 

<税抜>\27,593 <税込>\29,800 

カシオ ＥＸ-Ｚ920ＳＲ 

デジタルカメラ 
1610 万画素プレミアム

オート搭載のスリムモデル 

光学 6 倍スーム・文字やアイ

コンでわかりやすい easy モ

ード搭載 

オープン価格 \13,500+税 

リーベックス ＳＤ1000 

ＳＤ録画式センサーカメラ 

昼夜問わず人や動物の体温

を感知したら15秒で撮影開

始！取付簡単の超リーズナ

ブルな防犯カメラ 

定価\6,000+税 \4,380＋税 

オススメ 
商品 

アイリスオーヤマ 

UHM-450D-C 

超音波ハイブリッド
加湿器 
オープン価格 

\7,480＋税 

 

サンワサプライ 

USB-TOY92BK 

ＵＳＢ加湿器 
ペットボトルを差すだけ 

定価\3,800＋税 

\2,880＋税 

キヤノン ＭＦ-632Ｃdw A4 カラー複合機 
A4 カラー複合機のエントリーモデル！ 
・カラー/モノクロ毎分 18 枚高速出力・無線 LAN＆ダイ

レクト出力・5 インチカラータッチパネル・高さ 400 ㎜コ

ンパクト設計 

  
オープン価格 \54,800＋税 

キヤノン PR11-GC 

グリーンレーザーポインター 
新出力方式で節電＆安定性が大幅向上！ 

・タイマー機能スライド操作機能搭載 

オープン価格\12,800＋税 

アイリスオーヤマ AFS100M 

オートフィードシュレッダー 
・一度に A4PPC 用紙 100 枚を自動 

裁断可能・マイクロクロスカット 

・ホッチキスカット可能（11 号針まで） 

オープン価格 \24,800＋税 

マックス  HD-11SFLK 

バイモ１１ポリゴ 
軽とじ/PPC 用紙 2～40 枚 

定価\1,200＋税\900＋税 

マックス SA-151RL 
コロコロケシコロ with 
レターオープナー 
定価\750+税\568+税 

個人情報保護スタンプ 

ブラザー PT-P300BT 

ﾗﾍﾞﾙﾗｲﾀｰ 

P-TOUCH CUBE 
スマホで簡単ラベル作り 

リボンも作れます！ 

オープン価格\6,000＋税 

ブラザー PT-J100 
ラベルライター 

P-TOUCH 
かわいいキャラクター柄！ 

オープン価格\3,980＋税 

毎回大人気のガーリーテプラ！ 

今回はカワイイペーパーバッグ 

が作れます 

FRATTY スリムな本体＆

軽量設計でかさばらない 

バッグインバッグ 

扉が急に開いてビックリ！ 

そんな時、扉の向こうに人がい

ることを点滅してお知らせ！ 

※大好評につきご予約受付中！ 

心材入りで、

カバンの中で

し っ か り 自

立、書類もし

っかり保護。 

デスクポケット 
8201 黒/ライトグレー 

机の引き出しに付ける 

新しい収納スペース 

 
定価\3,800+税 

\2,880＋税 

EPSON  PS-600B/C 

PULSENSE 脈拍計測機能付活動量計 
腕時計＋脈拍計測＋活動量計測 
本体だけで様々な情報を確認。さらにスマホや PC

と連携すれば詳細な情報が得られます。 

参考展示 

オープン価格 \25,100＋税 

EPSON MZ-500L 
WristableGPS GPS トレッキングギア 
高精度 GPS チップを搭載。登山やトレイルランに

役立つ充実のルートナビゲーション機能を実現。 

普段使いにもうれしい高級感あふれる新デザイン。 

 オープン価格 \54,800＋税 

AXIS M1045-LW 

コンパクトワイヤレスカメラ 
こんな方にオススメ！ 

・できるだけカメラを目立たせたく

ない・人物の顔は認識したい・夜間

暗闇でもしっかり監視したい・カメ

ラ自体の価格を抑えたい・SD カー

ドで簡単に録画したい・LAN 回線

を引けない所に設置したい 

オープン価格  \36,600+税 

キヤノン DR-C225W 

ドキュメントスキャナー 
・「ラウンドスキャン」で、す

っきり省スペース・Wi-Fi スキ

ャンでモバイル連動 

オープン価格\45,500+税 

キヤノン M-i1 ミニプロジェクター 
いつでも気軽に、どこでも簡単に。 

パソコンとつながなくても、web やデータを映

し出せる。 

オープン価格 \31,700＋税 

てのひらサイズのテーププ

リンターこはる 
「こはる」にはカワイイ専用

フィルムテープやマスキング

テープがたくさん！期間中い

ろいろなテープをお試しいた

だけます。 

定価\6,800+税 

\5,550+税 

MP20 シロ 
2 つ折りクリヤーファイル 

コンパック 
A4 を 2 つ折りに
してスマート持ち
運び。通常ファイ
ル同様、パラパラ
閲覧できます。 

定価\8,300+税 ￥5,700+税 

マスリエ 
マスキングテープ

を貼って、切るだけ。オリジ

ナルシールが作れます。 

 


