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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

ママの為のお金の上手な貯め方

「リビングを見た」で
セミナーに参加すると

ドリンクプレゼント
※要事前予約

木製or陶器の
をプレゼント！

●人間工学に基づいた設計で学習をサポート
１ ２ ０ ０ 人 の 子 ど も の 体 型 を 調 査！ 「 疲 れ
にくい」
「集中力が長く続く」適正な姿勢が導
きだされました

営業／午前

時～午後７

フランスベッド販売（株）
ショールームOPEN記念
オープニングセール
6/15（土）
・16（日）
10:00 ～18:00

（17日～ 23日も引き続き開催！）

会場：フランスベッド販売
熊本ショールーム
（下地図参照）

●高品質なベッド・ソファが
特別価格で限定登場！
●ベッドまたはソファを購入で
配送料無料（一部除外品あり）

住／南区流通団地2-10
営／ 10:00 ～ 18:00、
火・水曜休

☎096（379）1767

タリアをはじめとした高

点を常時展示。世界の

90

品質なベッド・ソファ約

一流ホテルで採用される

商品をこれまで以上に気

介護ベッドや電動
ベッドも多数

軽に見て触れて体感でき

日

16

るようになりました。

時～のセー

日（ 土 ）
・

15

「フランスベッドショ

ドイツ・イ
６月

●

御幸中央公園

浜線バイパス

東バイパス
ピソリーノ

ルでは、
国内外のベッド・

ソファに加え、介護用電

動ベッドなどシニア向け

ＧＳ

ファミリー
マート

●

第２駐車場

P

三角海運
● ●

R1.6.15・16のみ

日本
通運

●

※1枚につき1枚、数量限定

扌

●

プレゼント！

●

九州
産交

●
●
平成大通り

平成けやき通り
もち吉

フランスベッド
ショールーム
済生会
病院

オリジナルグッズ

の商品も、特別価格で登

場。ダブルサイズや床ず

れを防ぐ自動運転機能付

きなど機能性の高い最新

リビング読者限定 COUPON

■フランスベッド販売（株）
会場にてクーポンを提示すると

10

ールーム」が流通団地に

オープン！

●ドイツ製革張りソファ「エルボ」
も

（日）の午前

●ダブルサイズのリクライニングベッドが登場

商品が豊富です。

1万800円

産業道路

住所 ／北区龍田７ノ１ノ

2万1600円

駐 車 場16台
あります
QRコ ー ド か
らも予約ＯＫ
価格は税込

時、水曜休（祝日は営業）

スーパー
ロング

1 0120・703・915

正 しい 姿 勢 と 学 習
習慣が身につく！

1万7280円
1万9440円

8640円

ロング

住／中央区渡鹿6-8-26
営／9:00 ～ 19:00、無休

☎０９６
（３３８）
７０２１

ミディアム

BEANS
HAIR
●DESIGN
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６月15日・16日、ショールームOPENセール

平成大通り沿い、この
建物が目印です

7560円

P

いま話題のダイニング

学習。その理想的な椅子

人間工学に基づいた設

に早くも人気が集中！

メージレスな仕上がりは

アミノ酸の独自技術“ア

もちろん、自宅でのケア

クア水”で、髪と頭皮へ

スアクア。テレビでも話

も楽になったと幅広い世

の負担を軽くしてくれる

題、全国で人気を集めて

のも嬉しいポイント。ダ

います。縮毛矯正に使わ

カラー・シャンプー・ブロー別

9720円

60

検索 ←

マスミ

中央が平らなので、
子どもと川の字で寝てものびのび！

見た目、扱いやすさが全然違うと
人気。あなたはもう試しましたか？

ダメージを受けた髪や

広がり・うねりが気にな

シャンプー別

東海学園前

●
HIヒロセ

美髪チャージ

1万2960円

原田歯科

至市内

※税込、新規限定 ※R1.6.12 ～ 7.31まで

美髪チャージ

家具

この記事を持参or「リビングを見た」で入場ＯＫ

検索 ←

ショート

● 刑務所
ジョイフル
●

る髪も、サラッサラの艶

特別なケアは一切不要。効果は２カ月ほど持続します。特に
気になるダメージは、繰り返し施術を受けることでますます
効果が期待できるそう

OFF! 扌

計で、疲れにくく集中力

外観からは想像がつかないほど奥行きのある
店内。熊本大学から阿蘇方面へ車で10分

家具

料金表 サイエンスアクア カラーに＋で艶髪に！

□家庭でのお手入れも、いつも通りでＯＫ！

通常から50％

好評の半額クーポンも

低刺激なだけでなく、ホホバオイルなどケア成分も配合。
加齢
や白髪染めで失われた髪本来のハリ・艶がよみがえります

代から好評です。

１年間有効の

□頭皮にも負担をかけず、白髪染めのケアにもおすすめ

れる還元剤不使用、水×

再登場！

割引パスポートも進呈中

です。この機会にぜひ。

独自開発の“アクア水”のみ使用で、うねりや・広がる髪
はもちろん、縮毛矯正が難しいハイダメージの髪にもＯＫ

【美髪チャージシリーズ限定】
「リビングを見た」で予約すると

が長く続く姿勢をキー

ビーンズヘアデザイン

髪にしてくれるサイエン

写真は実際の施術例。左／施術前・右／施術後

□パーマやカラーによるダメージで傷んだ髪にも低負担

P
ファミリー
●
マート

プ。成長に合わせてサイ

子ども連れ、家族OK。詳しく知りたい人は個別相談も

美髪チャージ」

リビング読者限定 COUPON

ズ変更ができるので、学

ネット予約はこちらから→

違いは一目瞭然！ 感動の指通りと艶感、ぜひ体験を

■ビーンズヘアデザイン

習習慣はもちろん正しい

teamlifeplaners@gmail.com

サイエンスアクアで、髪の悩みサヨナラ！

新発想の技術「サイエンスアクア

姿勢も自然と身につきま

すよ。大人にもフィット

する機能性にも注目を。

希望者は講座後に個別

申込み ☎096
（221）8532

ビーンズヘアデザイン

e-KAGU マスミ巧芸社

扌

Ｒ1.6.15～6.21まで

髪質改善効果で、ダメージレスな美髪を手に入れましょう

BEANS HAIR DESIGN

“頭が良くなる?”話題の椅子

「リビングを見た」で家具を購入すると

スイッチプレート

女性向けの講座です
相談もできます。家庭に

住所／西区田崎本町４ノ

でみませんか！

あわせた貯蓄方法を学ん

ンナーが初心者にもわか

10

ファイナンシャルプラ

りやすいマネーの基礎知

識、お金の賢い貯め方を

レクチャーしてくれる人

気講座。７月に３回の開

気にはなっていても

催が決定しました。

う人も多い、ＮＩＳＡや

「よく分からない…」とい

ｉＤｅＣｏ（確定拠出年

金）など、税制優遇制度

についても詳しく解説。

ママの為のお金の上手な貯め方講座

家 具

■マスミ巧芸社

主催／
（一社）くまもと子育て支援機構

R1.7.2・3・6の3日間限定

光の森町民センター キャロッピア
①7月2日（火）
くまもと県民交流館 パレア
②7月3日（水）・③7月6日（土）
●時間／ 10:00 ～ 11:30
●費用／無料 ●定員／各回先着20人
●申込み／右記を参照

美容室

リビング読者限定 COUPON

セミナー

リビング読者限定

