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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON

プチイベント「Xmas Fair」

12/8（土）・9（日）、各日先着50人に

ホットコーヒー
1杯をプレゼント！

扌

※１枚につき1人1回限り、コピー不可

グループ・リバティー

【忘新年会応援】
「リビングを見た」
で4000円
以上のコース（2時間飲放付）を予約すると

飲み放題を3時間に延長

検索←

熊本

検索←

放題付き４０００円～。

味わい、サイズ、価格 好評です。コースは飲み

に満足。配送も可
営業／午後６時～翌０

「米福おせち」1万2000円（4人前・縦25㎝×横35㎝）
※全25品、数量限定、写真は盛り付けイメージ、税込
【店頭受渡し】12/31
（月）9:00 ～ 15:00
別途1000円で配送も可能（要申込み）

今こそ、
「もっと潤う」
「もっとツヤ肌」、お得に叶う！

美容

気軽に行ける大人のサロンになりました

米乃家

時、個室完備、Ｐあり

● 熊日

〔中央区世安町329〕

米乃家（よねのや）

御馳走ざんまい

４人前１万２０００円

白山通り
● ダイキ

おせち予約専用／正午～

GS

のお手頃価格と、三が日

●
肥後銀行
世安店

☎０９０（９５９９）３７７７

●

リベラーラ
●
国道3号線

各店舗から、購入時にうれしいプレゼントも！
※画像はイメージ
● イベントは入場無料、カントリーパーク入園料は
別途必要（大人100円※税込、高校生以下無料）

Ｐ

の間に美味しく食べきれ

産業道路

米乃家 世安店

る ち ょ う ど 良 い サ イ ズ。 世安店／おせちは４時～

☎０９６
（３５２）
５２００

一点物も多いので、来

場はお早めに。軽食ブー

水道町
国道3号線

白川

至田崎

平成最後のお正月に「米

福おせち」はいかが？

品。
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祝海老や数の子、あわ

び煮などぎっしり

全て前日手作りする“生

おせち”の上品な味わい

店舗では、各種宴会も

に、リピーターも多数。

カントリーパークへ

辛島町

ママファミリーが「ライフビィ」として新オープン

美容室

「米福おせち」残りわずかです！

※4人以上・要予約 ※金土祝前日は除く
※コースは税込 H30.12.5 ～ H31.1.31まで

今週の土日は、

スもあるので、一日中ゆ

っくり楽しめますよ。

（日）の午前９時～午後５

☎０９０（３０１１）７７３９

問合せ
（事務局・猿渡さん）

月 ８ 日（ 土 ）・ ９ 日

時、県農業公園カントリ

〔会場/合志市栄3802-4〕

カントリーパーク

日本たばこ
原料工場

ー パ ー ク で グループリバ

御代志駅

● 合志市役所
至東バイパス
●

農業研究
センター

国道387号線 至熊本

●

● 恵楓園

☎ ０９６（２４８）７３１１

●

至菊池

合志中学校

● カントリーパーク

ティーのプチイベント“ク

リスマスフェア”
を開催。

当 日 は、 木 工 や 洋 服、

マフラーなどのファッシ

ョングッズ、ギフトにピ

ッタリのアイテムなど素

敵なハンドメード雑貨が

ずらりと並びます。

大池
バス停

グループ・リバティー
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食品

リビング読者限定

イベント

■グループ・リバティー

大人気！ 馬油と馬プラセンタで大人美肌
センコウコウネ

美容室 Lifebe（ライフビィ）

センコウコウネ

検索←

モイスチャーゲル
愛用者の声
友達と撮った自分の写真を見て、肌のたる
みにびっくり！ なんとかしたいと思い使
い始めました。朝晩使ううちに、頬のたる
みがきゅっと上がった感じがします。ほう
れい線も気にならなくなり素肌に自信が持
てました（R.Iさん・50代・女性）
「センコウ コウネ」のスタッフが
ワンポイントアドバイスをお届け！

お勧め！ ダイヤモンドカラー

半額の今が試し時！ 「乾燥と忙しさで
肌に元気がない」 …そんな人はぜひ

人の肌はますます悩みが

ても、油分がなければ肌

年を重ねると、肌には

の水分はどんどん蒸発し

どんなに化粧水を与え

に潤っていた肌もしだい

てしまうもの。冬のお手

尽きません。

に皮脂分泌が低下し、そ

様々な変化が現れますよ

の後は潤い不足が徐々に

入れには、水分と油分の

ね。若い頃は、ツヤツヤ

加速。肌の水分量がパン

「センコウ コウネ」
の保

バランスが大切です。

湿クリームは、おなじみ

パンだった若い頃と同じ

の良質な
“馬 油 と 馬 プ ラ

お手入れでは、当然大人

の肌は油分不足になって

センタ”をたっぷり配合。

10120・239・088（9:00 ～ 21:00）

D 0120・239・089（24時間受付）
住／上益城郡御船町高木2530

●送料/無料 ●発送/注文より1週間以内
●支払/代金引換、NP後払い（手数料：無料）
※不良品のみ返品可
（商品到着より7日以内）
※個人情報は千興ファームグループの
業務遂行のためにのみ使用

ＨＰはこちら←

※初回限定、注文は１個まで
（50g・送料込・税別）

しまいます。さらに、気

2500円！

油分には、皮膚の水分が

通常5000円→

温の低下、暖房による乾

コウネ モイスチャーゲル

蒸発していくのを防ぐ効

リビング読者限定
【先着100人】「リビングを見た」で

燥…これからの時季、大

全店舗営業／ 9:00 ～ 18:00（最終受付はパーマ16:00、
カット・カラー 17:00）、無休（12/24・30 ～ 1/3休）

果が期待できるので、化

扌

粧水で水分を与えて保湿

※１枚で1個まで H30.12.5～12.29まで

※12/10（月）
にオープン予定

クリームでフタをすると

プレゼント！ ※なくなり次第終了

☎0964（22）5635

いう基本のお手入れを守

ハンドクリーム

☎096（338）5356

れば、翌朝はっきりと違

Lift（リフト） 住／宇土市新松原町40-1 ※松原交差点そば

月はイベントでお

クーポン持参で施術をすると
ヘアサロン限定
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いを実感できるはずで

■ライフビィ 5店共通

Neo（ネオ） 住／北区清水新地3-2-1 ※新地公民館向かい

で か け も 多 く な る 時 季。

☎096（372）2662

リビング読者限定 COUPON

す。

☎096（370）3300

Eight（エイト） 住／中央区国府3-28-23 ※八王寺通り沿い

早速、今のお手入れにプ

☎096（338）
0072

Sava（サヴァ）住／南区出仲間7-3-35 ※イワサキエース田迎店隣

ラスして乾燥知らずの美

Revo（レボ）住／北区龍田8-14-79 ※ゆめマート楠木店通り沿い

目元の乾燥やシワは目力
を弱くさせてしまい、顔
の印象もぼんやりしがち
…。そんな時はコットン
に化粧水をたっぷり染み
込ませて目元のローショ
ンマスク、保湿クリーム
の重ねづけで乾燥予防に
おすすめ

肌を手に入れましょう！

【現在5店舗で営業中です。お近くのライフビィへ】

化粧水︵５日分︶のサンプル
付き！

熊本市・近郊に５店舗

月より「ライフ
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を展開するママファミリ

ーが、

お手ごろ価格はそのま

ビィ」としてオープン。

まに、大人の髪の健康に

考慮したこだわりのカラ

ー、自然な仕上がりの白

髪染めなど…より満足の

施術が受けられる美容室

公式HPもチェック→

に 生 ま れ 変 わ り ま し た。

予約不要なので、
気軽にどうぞ！

カラーのトリートメント

※前処理コラーゲン込…3800円～

なども種類がどんどん増

…2800円～

える予定で、髪もツヤツ

※前処理込

●ダイヤモンドカラー

ヤ、滑らかに…。

※前処理込

（白髪染め）
●グレイカラー

安心です。朝９時から開

●縮毛矯正（カット込）…9800円～

お店の雰囲気はがらり

※前処理込

いているのも、うれしい

●パーマ（カット込）… 4800円～

と変わっていますが、ス

シャンプー ＋800円

ですね。ぜひ来店を！

●カット（均一料金）…2200円

田迎のLifebe Sava（サヴァ）の店内。明るく、開放的な雰囲気に！

タッフは以前のままなの

【メニュー 一例 ※すべて税別】

目元のケアはローションマスク＆
保湿クリームをぽんぽん重ねづけ
で、長年通っていた人も

白髪染めデビューの人は、今の髪
色と違和感がないナチュラルなカ
ラーも。今までとは違う、髪の“ハ
リ・コシ”
を取り戻して若々しく！

