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2019年6月1日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

「伸びた！」始めた人から実感

4320円

②さらにまつ毛パーマをセットで
パーマ通常3500円→
※税込、新規限定

2980円

RE B-O-D-Y（リボディ）

R1.5.29 ～ 7.31まで

悩ましいクセ毛を
垢抜けスタイルに
検索 ←
１日の目安はおちょこ１杯程度︑１杯で黒大豆を
〜

20

粒も食べたことに！

30

から子どもまで毎日無理

初回限定通常３４５６

※1人1個
R1.5.29～6.14まで

なく続けられます。

LINE＠で
お得情報も

くまモングラスを

プレゼント

円が１８９０円︵税込︶
。

ブルーベリー果汁１００

「リビングを見た」
で今回紹介した商品を
注文すると
（ネットの場合は備考欄に記入）

堤酒造

●
「麹発酵黒豆搾り」１本７２０㎖・通常３４５６円

います。共同開発した東

％を加えた商品も好評

リビング読者限定
一畳屋 畳・襖の特売会

すぐ＂を叶える厳選薬剤

「麹発酵黒豆搾り」の材

京農業大学の教授も「奇

行 う か ら 安 心 で す。 畳、

襖の予約金額が５万円以

上なら、工事価格割引が

□血圧や血糖値が気になってきた
□便通に悩んでいる
□朝起きてもすっきりしない
□腸内環境のバランスを整えたい

in びぷれす広場
（上通入口）

「正面だけでなく、どの角度から見ても魅力的に」がモ
ットー。スタイリングしやすいカット技術も評判！

酒蔵で生まれた、無添加の健康飲料

料は黒大豆と米麹、球磨

１

を使用。技術のともなっ

たスタイリストのみが担

当します。この機会に試

してみませんか？

で、こちらも初回限定で

身体を錆びさせないポ

跡の栄養バランス」と驚

リフェノールは大豆の４・

くほどです。

酵させ、一切何も添加し

５倍（メーカー調べ）
、ク

川の天然水のみ。老舗焼

ていない黒豆飲料です。

エン酸、アミノ酸、ミ ネ

酎メーカーの技術で麹発

味噌や納豆など、日本

ラルや食物繊維も豊富に

１８９０円
︵税込︶。

古来の大豆発酵食品が健

６ 月 日︵ 土 ︶限 定
一畳屋特売会

も参加できますよ。詳細

当たるガラポン抽選会に

は気軽に問合せを。

「麹発酵黒豆搾り」は
こんな人たちが愛飲しています！

日時／ 6月1日
（土）
10:00 ～16:00

髪のうねりや広がり…

クセ毛さんにとって、梅

柔らかな印象のカラー

やパーマ、癒し効果抜群

雨 は 毎 年 憂 鬱 で す よ ね。

そんな人のために、京町

康に良いことは周知の事

検索←

実。この黒豆搾りも、身

一畳屋

含まれています。酸味は
﹁麹発酵黒大豆＋ブルー
き つ く な く 自 然 な 甘 み、 ●
ベリー﹂ １本７２０㎖
通常３７８０円

一畳屋

畳・障子・襖・カーテ

ンがぜーんぶお買得！

･

０１ ２０ １ ５ ８・１ ０８

毎回大盛況の一畳屋特売

会が今年もびぷれす広場

で開催です。

クーポンを持参すると

網戸の張替えが通常の半

額に。
持ち家（戸建）
限定、

１世帯５枚までの大特

価。当日は来場受付のみ、

日程を決め引取りから納

品まで同店のスタッフが

1

扌

アルコール度数０で大人

例）
大:185×90㎝が通常2500円→1250円

検索←

発酵した黒豆なら、体に良いに決まってる！
体に良い成分が絶妙なバ

びぷれすで網戸が半額?!

ヒロノタクヤ

ヒロノタクヤ

黒大豆×麹で発酵したら…驚きの栄養バランス飲料に

食品

ランスで豊富に含まれて

※持ち家限定（借家、
営業店不可）

※網は18メッシュでグレー、ゴムも交換
※1世帯5枚まで
（持込み不要）、R1.6.1限定

講師は︑企業や一般向けに全国でセミナーを行う
中村早岐子さん

イベント

イベント来場時クーポン持参で

網戸の張替えが半額！

※参加費は事前振込
︵申込画面で案内されます︶
︒
個人情報はセミナー運営にのみ使用

リビング読者限定 COUPON

介。周囲の人の大切さに

ほめ達特別認定講師 中村早岐子

☎090
（8626）
6480
D092
（586）
6774

改めて気づけたと特に好

評です。この機会にぜひ。

申込／ WEB・FAX・電話

のヘッドスパも人気。

☎096（324）1202

美容室

堤酒造

仕事もプライベート
もうまくいく！

なかなか気付けない相

手の良いところを見つ

け、伝えるスキル「ほめ

達！」。 熊 本 で の セ ミ ナ

ーも毎回多くの人が参加

し、テレビでも話題です。

今回は「ほめ達！」入門

編。職場、家族など身近

な人間関係をより円滑に

する考え方・伝え方を楽

しく学びます。すぐ使え

る「ほめ達３Ｓ＋１」も紹

日時／６月22日
（土）10:00～12:00
会場／ くまもと県民交流館 パレア
参加費／ 3000円
（税込・事前支払い）

の「ヒロノタクヤ」では季

R1.5.29～6.22まで

検索←

節限定でヘアエステスト

さきこ ほめる

レートを特別料金に！

薬剤が強すぎたり、反

対にかかりが弱かったり

と難しいストレート。同

店では、髪にうるおいを

与えながら自然な＂まっ

いまつ毛を実感。研修を

中村感動経営

WEBは申込画面のコメント欄に
「リビングを見た」と記入してください

網戸張替え価格（税別）

Ｒ1. 5.29 ～ 7.31まで

まつエクから育毛へ

参加費300円引き

梅雨対策！ 極上ストレート

扌

→ 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

SNSで話題、ラッシュアディクト（まつ毛美容液）のビフ
ォーアフター写真はブログやお店で！ ※画像はポスター

美容室

※新規限定、税込

①似合わせカット＋ヘアエステストレート
通常1万5800円→1万1800円
②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

職場・家庭が変わる！「ほめ達！」

「リビングを見た」
の申込で

●丈長 220×90㎝まで
3000円→1500円
●巾広 185×130㎝まで
4500円→2250円
●特大 220×130㎝まで
6000円→3000円
※ほか全サイズが通常の半額

■美容室ヒロノタクヤ

セミナー

リビング読者限定

■一畳屋

受けたスタッフが施術す

るので安心です。ホーム

時～午後８時

前回の紹介から「自ま

営業 ／午前

ケアが効果的！

11

代ま

70

ケアも可能ですがサロン

代～

20

つ毛を伸ばしたい」と予

約が殺到。

28

で幅広い世代の人が＂育

住所／中央区安政町７ノ

毛＂を始めています。「ま （８時以降は相談）、不定休

つ毛は８ミリから長いと

☎０９６
（３２７）
２３７５

ミリ以上まで伸び

施術例。2.5カ 月 で 約
7ミリ→13ミリに！

言われますが、約１カ月

半で

た人も！」と店長。

ラッシュアディクトは

認定サロンでしか取り扱

えないまつ毛美容液。３

週間～３カ月で太くて長

10

リビング読者限定 COUPON

美容

リビング読者限定
予約時に「リビングを見た」で
①ラッシュアディクト
通常6480円→

申し込み方法（税込）

●初回お試し限定価格（1人1回・1本限り）
1本
「麹発酵黒豆搾り」通常3456円→

1890円

「麹発酵黒大豆＋ブルーベリー」通常3780円→

●送料／全国一律324円
●支払い／代金引き換え払い ※代引き手数料は堤酒造が負担
●返品／開封後の返品不可 ※詳細は電話で問い合わせを
●配達方法／原則注文から3営業日以内に発送

（土日祝・年末年始除外）

1 0120・450・264 ☎ 0966
（45）
0264

平日9:00 ～ 17:00、土日祝休
ネット注文が便利↓

http://kuromameshibori.com/

（株）堤酒造 球磨郡あさぎり町岡原南390-4
※個人情報は商品発送のみに使用

