リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON
■リラクゼーション・もみほぐし

春の「隠れ肩こり」
もスッキリ

①全身もみほぐし90分
通常4750円→3990円！
②足ツボ＋全身もみほぐし90分
通常5290円→4300円！

※平日限定、
その他割引との併用は不可
※価格は税込
H31.2.27～3.29まで

なごもん

なごみ

検索←

いちばん似合う
春スタイルを提案
術。「 カ ッ ト 技 術 も 高 い

ので、少し伸びても自分

で簡単にスタイリングで

兼ねた、同店自慢のオリ

頭皮ケアと癒し効果を

ジナルヘッドスパもぜひ

きます」と満足の声も。

つもキレイ！」と褒めら

一度試してみて。

安くはない美容室の料

れるスタイルにしてもら

金。せっかく通うなら「い

いませんか！

幅広い世代の女性が同

店に長く通う理由は、ニ

ーズを汲み取るヒアリン

グ力＆季節ごとに遊び心

ある提案をしてくれるか

ら。顔立ちに合うパーマ

「どの角度から見ても魅力的に」がモットー。年齢・性
格・好みに合わせ、カジュアルにも上品にも変身！

したイベントが開催され

トが３倍、食事、買い物

になるほか、入館ポイン

また、レストランでの

ます。３月末までは、買

ポ イ ン ト が ５ 倍 に な る、

抽選券も、
もらえますよ。

ツルツルした泉質で

い物や食事１０００円利

人気メニュー「だご汁御

「肌がすべすべになる」と

用 ご と に 抽 選 券 を 配 布。 うれしい特典もあり。

膳」が、期間限定でお得

温泉好きからも評価の高

さまたんロッジのペア宿

地元食材を使った人気メニュー「だご
汁御膳」
も割引に。美里にＧＯ！

い“佐俣の湯”。温泉のほ

26

３月のシルバーデーは

かにも、おいしい食事や

７日（木）、風呂の日は

日（木）。入館料が割引

日（火）。※休館日は３月

泊券ほか、うれしい商品

が当たりますよ。直売所

新鮮な地元食材が買える

道の駅…１日、ゆっくり

になるリビング特典クー

で は、 ３ 月 ８ 日 限 定 で、

ポンを利用して、家族で

と楽しめる美里町の人気

ガラポン抽選会も実施。

至御船
甲佐町役場● 道の駅美里
443
佐俣の湯

●

218

霊台橋

至山都

※１枚で３人まで H31.2.27～3.31まで

施設です。

300円（税込）扌

14

・温泉の入館ポイントが3倍
・お買い物・お食事ポイント5倍
・レストランの人気メニュー
「だご汁御膳」820円→700円
・温泉ギフト券（2500円）
通常5枚入り→7枚入りに

クーポンを持参すると入館料が
通常1人500円→

出かけてはいかが？

リビング読者限定 COUPON
■道の駅美里「佐俣の湯」

その場で直売所の商品が

直売所「わくわく館」での1000円～の買い物で
ガラポン抽選会に参加。
当たるその場で商品がもらえ、上記抽選券も
もらえます ※すべて税込

検索 ←

佐俣の湯

【3/8（金）～10日（日）3日間限定の嬉しい特典】

※抽選日4/1
（月）、当選者発表は4/2（火）館内掲示

●3/8（金）限定でＷチャンス！

もらえ、４月２日発表の

☎096（387）4000

1000円以上の買い物・食事で抽選券配布
当選商品…「さまたんロッジペア宿泊券」など

松橋ＩＣ

【問い合わせ・申込み】

●3/8（金）～ 31（日）

３月８日（金）から、道

このほか、リフォーム

達し次第終了です。

時に施工しておくとキレ

住／東区保田窪本町10-101
営／ 8:00 ～ 18:00、無休
※各種カード取り扱いあり
※楽天ポイント使用可
※価格はすべて税別

開駅5周年記念キャンペーン

の駅の開駅５周年を記念

付）」、さらにクリナップ

のオシャレなシステムキ

※カード払い限定

イがずっと続くと好評の

1万9800円

通常３万円→

水回りの汚れをつきにくくする
独自ガラスコーティング技術は、
トイレのほか洗面台・キッチン
のシンク、お風呂の浴槽や床に
も施工可能。詳細は問合わせを

ッチンが数量限定で登場

もオ
しかも、トイレと洗面 「Ｋクリーンバリア」

同店オリジナル技術
「Ｋクリーンバリア」

あらゆる所に施工可能！
同店自慢の
「Ｋクリーンバリア」

です。

くラク”と大人気のパナ

台は、すべて撤去・処分・ ススメ。独自のガラスコ

リビング読者限定
「リビングを見た」
で上記のトイレまたは、
キッチンを成約すると、先着5人に…

検索←

開駅5周年記念で楽しいコトいっぱい

カード払い・数量限定の特別価格
水回り⋮悩んでいるなら今です！

住まいの総合リフォー

ソニック「アラウーノＳ

お手入れラクラク、騒音も少ない
※ショールームで実物をチェック
できます（要予約）

や汚れから守ってくれま

●シロッコファン

ーティング技術で、キズ

ムを手掛ける「Ｋクリー

標準取付費込み、という

キズ、水アカがつきにくい高機能
シンク。水音もとっても静か

Ⅱ 」、 深 ひ ろ ボ ー ル で 手

●美・サイレントシンク

ン総合サービス」。

拭くだけで汚れがとれ、掃除も簡単

すよ。検討中の人はこの

●ガラストップコンロ

機会にぜひ！

ガス・電気の無駄を省き、湯水の
使いすぎをセーブする省エネ設計

価格は、全

●省エネシングル
シャワーホース水栓

から驚き！

69万8000円

解体・組立の標準工事費込み！

洗いしやすいＴＯＴＯウ

通常113万7000円が

水回りのリフォームを

2台限定

てカード払い限定。各数

クリナップ システムキッチン
（2550）
「ラクエラ」

9万5000円

量限定で先着順、数量に

通常22万6000円が
３台限定

ォシュレット一体型トイ

9万2000円

２台限定

レ「 Ｈ Ｖ（ 壁 リ モ コ ン

通常22万4000円が

検討中なら、今がチャン

Panasonic「アラウーノSⅡ」
TOTOトイレ「HV」
（手洗いタンク・ウォシュレット一体型） （手洗い・カウンターも別途取付可）

ヒロノタクヤ

道の駅美里「佐俣の湯」

ス で す よ。“ 掃 除 が す ご

※壁リモコン付

やカラーも考慮して施

足ツボマッサージとのセット利用でさらにリラックス。
深夜までの営業なので仕事帰りにも通えちゃう！

ところ３９９０円の特別

価格。午後２時までの施

術で５００円引きになる

（株）Kクリーン総合サービス

ヒロノタクヤ

美容室

3月8日（金）～31日（日）に抽選券を配布、発表は4月2日（火）

イベント

３月大セール、在庫処分！ 早い者勝ち

扌

H31.2.27 ～ 4.30まで

☎096（324）1202

＜20＞

仕上がり・効果は価格以上

→ 8800円

住 所/中 央 区 京 町2-144-1階
営業/10:00 ～ 19:00、
土日は9:00 ～
無休（月曜も営業！）
駐車場６台あり
※完全予約制

土曜日

美容室

※新規限定、税込

①似合わせカラー診断＋上質テラヘルツ
カラー（カット込・通常1万4800円）

１枚で３人まで

リフォーム強化月間、今がチャンスです！

撤去・処分・標準取付工事費込みの価格です！

■美容室ヒロノタクヤ

②似合わせカット＋ヘアエステパーマ
通常1万3800円→9800円

周年キャンペーン
まだまだ継続中！

時～翌２時

10

リラクゼーション・もみほぐし

１日の寒暖差が激しい 「早割」も継続中です。３

月の平日限定、お早目に。

リフォーム

営業／午前

● GS

〔中央区大江3-6-4〕

３月は、「隠れ肩こり」に

白山通り

扌

悩む人が多いのを知って

☎０９６
（３７３）
６０６６

P

暖かくなり （受付は～翌１時）、無休

九品寺
交差点電停

ゆめタウン大江 ルネサンス
●
●
熊本
リラクゼーション ● 学園大学
・もみほぐし
● 熊本
なごみ ●
県立劇場

いますか？

至東バイパス

産業道路

心は軽くなっても、急な

冷え込みや花粉症のスト

レスで、意外に体はガチ

そんな時は「なごみ」の

ガチ…なんてことも。

周年キャンペーンでお得

に全身もみほぐし！

分で、通常４７５０円の

90

リビング読者限定 COUPON

健康

なごみ

2019年3月2日

セブン
イレブン ●
●
コスモス

443
至八代

445

やさしい味わい「だご汁御膳」

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
（平日15:00 ～17:00クローズ）
、
全館第２木曜休 ※税込

☎0964
（46）4111

