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特価工具
ワゴンセール

電動工具均一価格セール
箱つぶれや廃番品など、使用には問題のない
電動工具を各種ご用意しました。
※それぞれ数に限りがございます。

980円＋税 均一 1,980円＋税 均一
2,980円＋税 均一 3,980円＋税 均一

防災用品

特価工具各種
50円＋税 より
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シューケア

アクセサリーパーツ

防災食品

ダブル幅、綿、綿麻など
様 な々生地がお買い得に。
カットクロス各種
500円＋税 より

歴史ある
尾張の
ウール生地や
織物をご用意
しました。
尾州織り
端材各種 
500円＋税 より

カラフルな
色糸パックと、
織り機の
アウトレット品を
特別価格でご提供いたします。
①AVRIL 糸詰め合わせパック 2,500円＋税 
②AVRIL アウトレット織り機（教本付） 8,000円＋税 

手芸やラッピングに最適なリボンを集めました。
リボン各種 300円＋税 より

レーステープやレース生地を豊富に取り揃えました。
レース各種 500円＋税 より

作品づくりの主役となる大粒ビーズや
天然石ビーズなどのアクセサリー
素材、初めての方でも挑戦しやすい
キットを豊富にご用意。
ビーズ用品各種
①ビーズ各種 650円＋税 より
②ビーズキット各種 各500円＋税 

胸元を美しく引き立たせるチェーンを
特別価格でご用意しました。
アクセサリーチェーン各種
（SV・K14GF） 570円＋税 より

シンプルなデザインの多機能電子ミシン。
フットコントローラー付き。
シンガー電子ミシン SG-13
（幅36.3×奥19.1×高28㎝） 19,000円＋税 手芸掘り出し物市 200円＋税 より

美しい
状態で
長期間
楽しめます。
通常価格の50％オフ
でご用意しました。
プリザーブドフラワー
アレンジメント各種 500円＋税 より

レジンやネイルなど様 な々用途に
使えるパーツセットや、レジン液のお得なセットです。
UVレジン用品各種
①パーツ各種 600円＋税 より
②UVレジン50g×2本セット 3,200円＋税

アクセサリーづくりに便利なアイテムを集めました。
アクセサリー便利品各種
①工具セット 1,500円＋税 
②ディスプレイ用品・お手入れ用品各種
400円＋税 より

ゴムタイプで着脱がしやすく、
気軽に重ね付けが楽しめます。
天然石ブレスレット各種 500円＋税 より

ピアス・イヤリング・
ネックレスのトップ
としてアレンジして
お使いいただけ
ます。
天然石ペンダント＆ピアストップ各種
（金具：K14GF） 900円＋税 より※アレンジは

一例です。

ライト付きで、角度
調整が可能な
卓上ルーペ。
インバータ
ルーペ
（高さ約34㎝、
レンズ径約9㎝、倍率約2倍） 

2,980円＋税 

木材や軟鉄の切断・中抜きや、
先端を替えてサンディングも
行えます。
6段階の変速機能付き。　
マルチサンディングソー
（幅6.5×奥29×高8.5㎝）

4,980円＋税 

粗大ごみの解体や庭木の
剪定などに。木工・プラスチック・
金工向けの替刃に加え、
特別にカーペットの切断に便利なナイフ
ブレードとオールマイティーソーをセット。
電動のこぎり特別セット
（幅6.5×奥30×高20.5㎝） 4,980円＋税 

アルゴファイル社の精密ルーター。
正・逆回転の切替可能。チャックは
ワンタッチで開閉できます。
アルゴファイル ハンドグラインダー
（回転数：0～35,000回/分）17,900円＋税

〈付属パーツ〉

〈折りたたみ時〉

プロクソン
電動工具
①カービングプロ 9,354円＋税 
②スーパーサーキュラソウテーブル 
28,227円＋税 

手前に
傾けて引くと電動アシスト
機能が作動、重い荷物も
軽々引けます。キャリー
バッグは取り外し可能。
約5時間の充電で
約15～20km使えます。
電動アシスト
キャリーカート（幅35
×奥34×高81～95㎝、
耐荷重：約20kg、

ブルー・レッド） 15,800円＋税 

鍛造時の
小傷や鞘
の廃番品
など、使用
には問題のない和式刃物をご用意。
土佐打刃物
トヨクニ アウトレット品各種
9,800円＋税 より

重い荷物も一気に運べます。前輪ストッパー付き。
折りたためばコンパクトに収納。
伸縮4輪キャリー（幅101×奥49×高98㎝、
折りたたみ時：幅18×奥35×高76㎝、耐荷重約80㎏） 

8,300円＋税 

水、パンやおかず、おやつなど
非常食をご用意しました。
非常食各種
100円＋税 より

賞味期間が製造日より5年間
の非常食。お湯で約15分、
水で約60分で食べられます。
アルファ米各種
各260円＋税 

不在時の宅配便受け取りに。
約70ℓの大容量ですが、
使わない時は折りたたんで収納。
盗難防止用ワイヤー、南京錠付き。
宅配ボックス（幅54×奥45×高36㎝） 3,980円＋税 

話しかけると会話や歌で応えます。4歳の
女の子の声で800語収録。メッセ限定で
着替え用パジャマ付き。
音声認識人形 おしゃべりみーちゃん
（幅25×奥20×高28㎝、テスト用単3電池×4本

付属） 12,500円＋税 

わずかな
傷など使用には
問題のない有名
メーカー品を
メーカー希望
小売価格の
50％オフでご提供します。
アウトレットステッキ各種
3,000円＋税 より

2D/3D映像に対応。フルHD、仮想画面サイズは800インチ相当で大迫力。
HDMI入力端子付きでDVDプレイヤー、TV、ゲーム機などにも接続可能。
Wi-Fi環境であれば、本機で直接インターネットにつないでネット上の動画も
見ることができます。レンズ調整機能により近視・遠視でも裸眼で見られます。
バーチャルリアリティーメガネ
（メガネ部分重量200g） 98,000円＋税 

園芸はさみ各種 
500円＋税 より

木製シューキーパー各種
①汎用性が高いタイプ。芳香
効果のあるシダー材を使用。
シングルチューブ
（全3サイズ） 2,380円＋税
②先の丸いオーソドックスな形に
最適。硬くて丈夫なブナ材を使用。
ツインチューブ（全4サイズ） 2,980円＋税 

クリーナーや
クロス、防水剤、
消臭剤、靴べら
等、様 な々
お手入れ用品をご用意しました。
シューケア用品各種 200円＋税 より

インソール裏面に小さな
シワ等のあるものを特別価格で。
らくじき・らくジェルわけあり品
①らくじき・らくジェル 各1,200円＋税 
②ハイパーらくじき 各3,000円＋税 

20回用はA5サイズ用
のクリアケースに
コンパクトに収納された
非常用簡易トイレ。
非常用簡易トイレ ココレット
①20回用 1,980円＋税
②100回用 8,980円＋税

〈使用イメージ〉

樹脂ブレードで
ナイロンコード式
より効率よく雑草
や芝を刈り取り
ます。重量約1kg
の軽量タイプ。
10.8V充電
リチウムイオン
グラストリマー
（長さ86～106㎝、
刈込幅：120㎜、
替ブレード10枚付） 

7,480円＋税 ※らくジェルは
婦人用のみとなります。
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8/23～29
8/23～26※その他対象商品

全6アイテムを特別価格でご提供します。

〈使用例〉
〈使用イメージ〉

設置がラクラク、宅配ボックス 話題のVRゴーグルの体験会実施

〈使用例〉

〈使用例〉

※50ℓタイプ 3,580円+税もございます。

靴用ブラシ
靴クリーム
防水スプレー

インソール
※ANNEX店はインソールを6Fにて
　取り扱っております。

10%OFF全
品
※メッセ特別提供品・一部商品を除く。

店頭表示価格より

10%OFF全
品
※メッセ特別提供品・一部商品を除く。

店頭表示価格より

フラワーアレンジメントの
材料や花材など幅広く
ご用意しました。
フラワーアレンジ
材料各種
180円＋税 より

牛・ヤギ・
羊などいろいろな種類の
革・毛皮を特別価格で。
原皮各種 380円＋税 より
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