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理学療法士がプロデュースする 脂肪燃焼 に特化したダイエットサロン。12月15日（土）長嶺南にプレオープン！

ツライ、痩せない…
「今までのダイエットは忘れてください」
トータルライフケア

LuX（ルクス）

エステもジムもすべて込み！
プレオープンでいち早く体験を

れ込んだ︑貴重な最新マ

でレベルに合わせて︒振

シンを導入︒広々ジムス

動で全身を刺激する﹁パ

LuX●
国体道路

「エステ→運動→栄養補給＋食事管理」
脂肪が多くカラダが冷たいと運動効果も半減…。そこで「ルクス」
ではエステで脂肪を集中ケア後、筋トレや有酸素運動で代謝ア
ップ→栄養補給で健康的にキレイになる仕組みを考案（ダイエッ
トコース）。毎日の食事指導も、苦しい食事制限ではなく食べ合
せや時間帯をアドバイス。「医療機関からダイエットを勧められ
た方もご相談ください」※コース料金は回数制。詳細は問合せを
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理学療法士が考案した健康的なダイエットコース

シュロアモール長嶺

ローソン

広々スペースで最大収容2人（エステ1人・ジ
ム1人）、夫婦や友人同士の利用もOKです。
挙式を控えたプレ花嫁もこの機会に体験を！
より詳しい情報はHPへ→

自己流でなかなか痩せ

戦苦闘のダイエット歴に

ワープレート﹂も活用し

大劇
●
熊本総合
鉄鋼団地南門
●
農免道路
コスモス

【メールでの問合せ】
totallifecare.lux@gmail.com
住所／東区長嶺南1-2-120
営業／ 10:00 〜 22:00、
無休
（時間外・年末年始も応相談）
※価格はすべて税別

通常、有料のフレーバーが無料に

ない︑スポーツジムに通

終止符を打ちませんか！

て汗を流します︒運動後

コスモス
●

☎096
（201）1295

◎プレミアムプロテインを4回分サービス！

ペースでの運動は１対１

エステとジムの魅力を

はしっかりプロテイン補

完全予約制

ったけど挫折した⁝︒悪
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検索←

ダイエット

両 方 詰 め 込 ん だ﹁ ル ク

給︒頑張りをムダにしな

全身に効く「パワープレート」で約10分クールダウン
1回通常500円×4回→2000円分おトク！

熊本

日︵土︶長嶺

◎運動後のリラクゼーションコース4回無料

ス﹂︒ 月

2019年1月7日グランドオープン

体験後「リビングを見た」でダイエットコースを契約すると

い〝ベストタイミング〟で

さらに…

でのプレオープンを記念

本契約では毎日の食事管理もフルサポート！
※2018年12月8日時点（株）
プロラボソリューション販売状況

した︑豪華初回体験は受
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進めてくれますよ︒誰で

ムクミ、脂肪、筋肉太り…お悩みカウンセリング
熊本初！※「最新鋭エステ脂肪溶解コース」
（30m）
筋トレ＆有酸素運動。
マンツーマントレーニング(1h)
好きなフレーバーのプロテインで ひと息

も利用ＯＫ︒問合せはＨ

5000円

けなきゃ損です︒

特別価格

Ｐメールフォームから︒

初回体験限定

エステでは︑理学療法

じっくり2時間
「ダイエットコース」

士のオーナーが効果に惚
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〜 12月15日（土）プレオープン〜

LuX

● 日赤

●

どこで見積もっても、商品の価格では差がありませんが…

良い品と自前工事で、ムダな出費がなくなる！
熊本県知事建設・電気工事業 許可登録 （株）
ムラカミ電機

リフォームで最も大切

れる分︑ムダな出費がな

商品でも工事代が抑えら

自社職人であれば︑同じ

自社施工で工事代がグンとお得に

なのは︑商品ではなく〝工

さらに︑自社職人なら

事力〟だと知っています

見えない部分の部材など

か︒実は工事力の違いで︑ くなるということです︒

費用やリフォームの質に

「電気」
「設備」
「大工」
工事
●
はすべて自社で行います
● 工事後の困りごとにも
施工者自らが対応します

◎基本工事は

別途25 〜 30万円

解体、産業廃棄処分、給排水・
設備・電気工事、脱衣の内装
（壁・床）、洗面ユニットの撤去・
●「浴室まるごと高断熱仕様」
再設置、スイッチ・コンセント
●震度6相当にも耐える「強い構造」 交換などすべて込み

今年最後の 得する

2日間！

10:00 〜 17:00

住所／中央区世安町356-1
☎096-319-0200

産業道路

専用ダイヤル（9:00 〜 18:00）

ニッポン
レンタカー●

●エネオス

タカラ ●
熊本ショールーム
3
至田崎

場所／ タカラ熊本ショールーム

※ポスターイメージ

至市街地

白川

タカラの良さを
体感しませんか？

﹁長く良いものを使い

た い ⁝﹂
︑そんな人に選

ば れ て い る の が タ カ ラ︒

今週末は体感型ショール

ームで︑その良さを確か

ムラカミ電機は見積も

めてみませんか︒

り無料で︑相見積もりも

ＯＫ︒タカラはもちろん︑

パナソニックやリクシル

など︑メーカーも幅広く

扱っているので︑気軽に

相談を︒

12月15日（土）
・16日（日）

●自社施工でその分
価格もお安く！さまざまな
メーカーの相見積もお気軽に

至熊本駅

●ミラー裏にもたっぷり
収納スペースあり！

にもこだわることがで

●高品位ホーローで
お手入れラクラク

※イメージ、窓は現状

37万9000円（税別）

●キズつかず、汚れにくい
「高品位ホーロー」

本体、撤去・処分・設置、
脱衣の壁・天井クロス、
床クッションフロアの内
装工事（1坪）まで込み

だからこそムラカミ電

ミーナ・基本セット

13万5000円（税別）
別途5万5000円

大きな差が出るんです︒

タカラのシステムバス1坪タイプ
組立費別途 8万2000円

◎基本工事は

ショールームでは
各種、様々なタイプが
そろっています！
キッチン、システムバ
ス、洗面化粧台、ト
イレ、給湯器

ムラカミ電機の違いは工事力

タカラのホーロー洗面化粧台
「オンディーヌ」
2段スライドタイプ、
間口75㎝、3面鏡（鏡
裏収納付）

機 で は︑ 大 工︑ 給 排 水・ き︑工事の質も上がりま

キレイが長続き！

工期 1日

や︑お風呂施工時に見つ

プラン例

給湯︑電気設備工事など︑ す︒万が一のトラブル時

●キズつかず、油汚れもすぐ落ちる！
●たくさん収納がついて便利

※工事費は家庭によって異なる
ため、まずは見積を！

主要な工事はすべて自社

も︑迅速に対応してくれ

※システムキッチンから
入れ替えの場合

の 職 人 が 行 っ て い ま す︒ かった土台の腐食などに

るので︑安心感がありま

別途18万円

組立費、解体・撤去・
処分、給排水・設置など

﹁下請けに頼れば工事代

◎基本工事は

す︒ほか︑手すり設置や

28万5000円

が高くなるうえに︑不都

エーデル・扉タイプ
基本セット
（税別）

クロス工事なども一緒に

タカラのホーロー
キッチン

合が生じた場合の責任の

高機能でこの価格は嬉しい！

工期4日

相談できますよ︒

プラン例

所在も不明確になりま

まるごとホーローで掃除がラクラク

工期2日

検索←
す﹂と村上社長︒つまり

プラン例

ムラカミ電機

肥後銀行● 世安
至川尻

白山通り
●ダイキ
●エルセルモ
熊本

10120-253-931

北区龍田陳内4-20-32
熊本県知事建設業許可（般-25）第17445号

【12月15・16日】 来場者特典

プレゼント！

