リビング読者だけのお得を集めました！
食品

リビング読者限定
「リビングを見た」で、
おためし４点セットを申込むと

「ベジフレッシュ」を

くまもと有機の会

プレゼント！

くまもと有機の会

H30.5.16～6.30まで

５００ｇ
（９～ 本）
入り２９８０円！

「果宝堂」こだわりの無

着色の辛子明太子。良質

なスケトウダラの大粒で

粒立ちの良い原卵だけを

厳選、職人仕込みの秘伝

ダレにじっくり漬け込み

解凍時も水分が出にく

特 殊 な 技 術 で 急 速 冷 凍。

く“プチプチの食感”を保

ったまま美味しくいただ

12

ヘアメイク専門店
バニーズ

熊本

バニーズ
検索 ←

変身ショット（モデルは

1

81

歳）

らにお得！
母親への特

別な贈り物にもぴった

時～午後

り。自宅や施設など出張

衣 装、ヘ ア メ イ ク、
小物アクセ
サリー、バストアップ撮影（ソ
ロ）、六つ切り１カット 枚

家族・友だちと
３人以上がお得！

電話受付 ／午前

も応相談。気軽に電話を。

11

扌
ステキな装いで、自分

美容

９時、不定休

ミスタードーナツ

〔中央区新市街3-18 3・4階〕

だけのいちばんキレイな

●

プールスコート通り
●

☎０９６（３５４）５２８８

バニーズ
アクセサリー

バニーズ

（モアーズビル3・4階）●やよい軒

写真を残しませんか？

●
鶴屋

バニーズの「変身ショ

ット」は、似合う衣装や

下通り

銀座通り
サーティーワン ●
●

小物選び、ヘアメイクま

ですべてお任せ。プロカ

メラマンの撮影込みでう

れしい良心価格です。母

娘や友人同士など、複数

り洗い流せる高い節水力

が特徴。汚れやすい便器

●パルコ

☎ 096
（237）8020 受付/９:00～17:00、日・祝休
FAX 096
（237）
8100※FAXは24時間受付

自慢したくなる「変身ショット」
！

最大2000円オフ！

通町筋電停

購入は左記申込み方法またはHPから
10120・16・0141

写真

※要予約、クーポン持参
■バニーズ
【特別価格】変身ショットが1人あたり

人で申し込むと料金はさ

10

入館ポイント３倍！ ソフトクリームが通常から50円引

イベント

けます。リピーターも多

くギフトにも最適です！

20

セット限り ＴＯＴＯ
「ピュアレストＱＲ」
壁リモコン式温水洗浄便座付

工事費・処分費込・税別
定価 万４１００円 → ７万９８００円

セット限り
７万９８００円
のフチ裏は、掃除がラク

のリフォームは、今回の

万９８００

和式から洋式トイレへ

セール対象品とリフォー

なフチなし形状です。

社。人気のＴＯＴＯ超節

ム工事で

住宅設備の修理やメン

水トイレ「ピュアレスト

円。出張見積もりは無料。

10

検索 ←

かほうどう

【価格】1 箱（ 500ｇ）2980 円（税込）※切れ子ではありません
【送料】全国一律 950 円※離島は要確認、同一住所に限り2 箱
以上購入で送料無料【支払い】代金引換（初回は手数料無料）
【返品】不可【配送】注文から１週間前後【申込み】電話か
FAX かハガキで。氏名・郵便番号・住所・商品名・数量・
電話番号（FAX 番号）を明記の上、郵送かFAXを
※個人情報は商品の発送及びＤＭの発送にのみ使用されます
【住所】（株）果宝堂 〒 861-8041 東区戸島 1-8-16-201

1人申込時:通常2万9800円→2万8800円
2人申込時:通常2万4800円→2万3300円
3人以上:通常1万9800円→1万7800円
※税別 H30.5.16 ～ 6.16まで

（株）ウォーターワークスジャパン

テナンスを手掛ける同

ＱＲ」と「壁リモコン式温

まずは気軽に電話を。

※価格はすべて税別

営業／午前８時～午後８

時、無休

水洗浄便座セット」定価

万４１００円が、なん

セット限定・工

17

と７万９８００円と特価

です（

事費・処分費込）。

０１２０・６２３・１２３

「 ピ ュ ア レ ス ト Ｑ Ｒ 」 住所／南区野田２ノ ノ

は、少ない水でもしっか

31

15

果宝堂

リビング読者限定 COUPON

「ピュアレストQR」限定特価

※初回限定、税別 H30.5.16 ～ 5.20まで

1

円）
。ぜひお試しを。

「リビングを見た」で
「ピュアレストQR」を成約すると
トイレ床クッションフロアマット
張替・通常1万円 → 8000円

10

新鮮な野菜を毎週火・金曜にお届け！ 入会金・年
会費は不要。野菜本来の美味しさを味わって

＜16＞

1本物の“極上辛子明太子”

先着30人に

牛乳に入れて“いちごスムージー”にしても◎
冷凍いちご（パウダータイプ）の

試食をプレゼント

リフォーム

リビング読者限定

20

御船本社

30

土曜日

食品

「リビングを見た」で購入すると

検索←

お た め し ４ 点 セッ
トは配達料無料！
住所／上益郡御船町小坂

営業／午前８時 分～午後

分（土曜は～午後１

１２５９ノ２

料・除草剤を使わず育て

５時
30

化学合成農薬・化学肥

られた有機野菜や調味料

時）
、日曜休 ※すべて税別

旬のオーガニック野菜を約
８種、農薬不使用米（白米
か玄米を２合）、有精卵４
個、麦みそ約 150g
熊本市内近郊は配達無料。
その他のエリアはヤマト便
発送（送料別途）

が並ぶ「くまもと有機の

おためし４点セット
1500円（税別）

会 」。 旬 の 有 機 野 菜 は、 ☎０９６（２８１）７３５５

年間を通し、ほぼ一定価

格なのも魅力的です。

同店では、採れたて野

菜セットの宅配も受付

中。普通セットは約 種、

小セットは約８種類の野

菜入り（各配達料２００

13

リビング読者限定

とれたて有機野菜をお届け！

野菜がいきいき！ 鮮度保持袋

2018年5月19日

1回一律2600円、インド産の高級へナで髪をイキイキ

「御領店」
がオープン！
6月1日（金）～ 8日（金）
「夏の創業祭」 へナ染め専門店の
道の駅美里「佐俣の湯」

龍田の「ゲルセゾン・アウル」の
姉妹店がオープンしました！
産の上質なへナにハーブ

は本店と同じで、インド

本店で愛用者の多かっ

富なカラーから選べます。

レンジやブラウンなど豊

た化粧品シリーズ「ＩＫ

●

をブレンドした１００％

●●

ＩＩＫＩ赤ちゃん肌」
は、

保田窪交差点

●

営 業 と な っ て い ま す が、 天 然 モ ノ。「 染 め 上 が り

☎0964
（46）4111

マルショク ● ●

検索 ←

へナ染め専門店「ゲル

445

ゲルセゾン
Smile

御領店でも全商品購入で

443
至八代

※1人1回・100個限定
H30.5.16～賞品が無くなるまで

ス
東バイパ
BMWミニ●
販売店

がツヤツヤ」
「髪がボリ

扌

●
コスモス

LED吊り下げライト
プレゼント

ュームアップする！」と

300円

※１枚で３人まで H30.5.19 ～6.30

松橋ＩＣ

通常1人500円→

218

「リビングを見た」でへナ染めか
2600円（税込）以上購入で

ゆめタウン
サンピアン
●

託麻郵便局
ローソン
ロッキー
スーパー
託麻西小

クーポンを持参すると入館料が

霊台橋

至山都

●

セブン
イレブン ●

リビング読者限定

もちろんへナ粉

■道の駅美里「佐俣の湯」

住／下益城郡美里町佐俣705
営／温 泉＝10:00 ～ 21:30
直売所＝ 9:00 ～ 18:00
レストラン＝11:30 ～ 20:00os
全館第２木曜休
（レストランのみ平日
15:00 ～17:00クローズ）※税込

熊本ＩＣ

至御船
甲佐町役場● 道の駅美里
443
佐俣の湯

北バイパス

リビング読者限定 COUPON

このたび
「御領店」
がオー

・休館日

●事前にパッチテストが必要！
「ゲルセゾン・アウル」のへナで染めたことが
ない人はパッチテストが必要。パッチテスト
は48時間かかるので、必ず事前に電話を！

きます。

送迎・会席料理・室料・
温泉入館料・タオル付き
※予算や人数に合わせて相談可能
まずは、気軽に問い合わせを

6月7日（木）
5月28日（月）
6月26日（火）
6月14日（木）

好評で、染めるたびに髪

・シルバーデー
・風呂の日

を 元 気 に し て く れ ま す。

1人3000円～

また施術については「し

※好評予約受付中！

8人～要予約

っかりと研修を受けてお

送迎プラン

り、本店と変わらない染

●6月17日（日）は「父の日」
父の日にちなんだ川柳募集中！

め上がりをお約束しま

※1棟につき1箱

へナを塗布後ラップとタ
オルをまいて帰 宅。塗
布時間が長いほうがトリ
ートメント効果がアップ
するので、自宅で洗い流
します。タオル1枚・タ
ーバン・帽子を持参して
ください

御領店の外観

●温泉の
入館ポイント３倍！
●ソフトクリーム
250円→200円に

料金は髪の長さに関係

月～木曜の宿泊限定！

野菜の詰め合わせを
プレゼント

期間中は…

す」
とスタッフ。

へナ染めの注意点
● 店 内で洗い流さ
ず自宅で洗う

なく２６００円（税込）
。

6月4日（月）～ 28日（木）
の期間中に宿泊すると…

「夏の創業祭」

１回毎の低料金制で、オ

【さまたんロッジ宿泊特典】
6月1日（金）
～8日（金）

プン！

白髪が目立つへナ染め前（右）と、へナ染
め後（左）。使用後は髪がボリュームアッ
プし、ハリやツヤも生まれるそう！

セゾン・アウル」は、熊

●へナ染めのビフォー＆アフター

本地震により仮店舗での

佐俣の湯
“夏の創業祭”
でお得に！

このほか、６月 日の

で、うれしい特典も。

17

良質な温泉、とれたて

父の日にちなんだ川柳も

野菜の直売所、地元野菜

が堪能できるレストラ

募集中、ぜひ応募を！

みんなでワイワイ楽し

ン、大人数で楽しめる宿

むのにピッタリの送迎プ

ハンドルキーパーや代行

泊施設など、市内のファ

運転の心配をすることな

ラ ン も 好 評 予 約 受 付 中。

んと「夏の創業祭」
が開催

く、
のんびり楽しめます。

６月１日～８日は、な

されますよ。温泉の入館

予算の相談にも乗ってく

ンも多い「佐俣の湯」。

ポイントが３倍になった

れるので、気軽に相談を。

円引きになった

り、ソフトクリームが通

常から

仲間や家族と足を運んで

この機会に、気の合う

ま た、
「さまたんロッ

みませんか？

りとお得な特典が！

ジ」では、６月中の宿泊

50

ゲルセゾン・アウル御領店
「ゲルセゾンSmile」オレンジスマイル3851

検索 ←

佐俣の湯

住／東区御領3-1-38
営／ 10:00 ～ 19:00、6月までは
無休、駐車場あり

☎096
（240）
2376
龍田のゲルセゾン・ア
ウルの姉妹店「御領店」
のＨＰはコチラ→

