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●診療時間　午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 
　昼＝午前10時～午後4時
　夜＝午後6時～午後11時

熊本市

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

休日在宅医
8月11日は32ページ／8月12日は31ページ／8月18日は30ページに掲載

★都合により医療機関変更の場合があり
ます。電話で確認の上、お出かけ下さい。
受診の場合は保険証を持参して下さい。
ない場合は自費診療となります。

夏
の　

　ど
れ
に
す
る
？

2F アーバンリサーチドアーズ
TEL.096-245-7799

好評のDOORSオリジナルカレーがリニューアル！　
豆乳バターチキン・欧風牛すじ・和風キーマの３種。
レトルトパックでギフトやキャンプにも◎

本格派カレーは
       ギフトやキャンプに！

3F グリーンノートレリッシュ
TEL.096-288-2248

アウトドアレジャー、タウンユーズ…シーンを
選ばないハイセンスなアイテムが充実！

PVCやロープ素材、
個性派小物に注目

１・2.fourruof ロープバッグ 
イエロー9,504円グリーン14,040円

海を連想させるロープ素材と、
ビビッドカラーが印象的

3.Blue-dia ビーチサンダル 1,815円
　鼻緒とソールカラーを自由にカスタマイズＯＫ
4.CHIGO ビーチバッグ 5,184円
　マチがしっかりあり、夏場のレジャーに大活躍

3F オリベ
TEL.096-352-8750

小さめバッグやポケットにも入るスリムなステンレスボトル。
保冷効果も高くお買い物やウォーキングのお供に最適

お洒落＆スマートに熱中症対策

リップスティックボトル 140ｍｌ・1,296円、190ｍｌ・1,620円
（各サイズ、ピンク・シルバー・ホワイト・ネイビーの４色）

1F ナカガワマサシチショウテン
TEL.096-321-6192

氷枕よりも穏やかなひんやり感が続くため、冷たさを
調節する必要がなく、真夏も朝まで快適に使えます

塩のチカラが、夏の寝苦しさを
優しく和らげます

ひんやり塩まくら 2,808円

うちわの日本三大産地として知られていた山
鹿市来民の渋うちわを、アーバンリサーチの
オリジナルグラフィックで限定販売

山鹿・来民うちわ限定デザイン

１F アーバンリサーチ
TEL.096-273-6268

来民渋うちわ 1,296円

サラサラとした肌あたりの良い綿麻素材を
使用。通気性・速乾性が高く、アツい日差し、
職場・カフェの冷房対策にもオススメ

3F ユイノ
TEL.096-223-5573

綿麻指付 アームカバー 1,944円

通気性・速乾性にこだわる
メイド イン ジャパン

期間中、当日のお買物合計
2,000円（合算可）以上の
レシート提示で、各日先着
200名様に無印良品のドリンクを
お１人様１本プレゼント！

合計
1,400名に
プレゼント

合計
800名に
プレゼント

8.９［金］▶８.15［木］
各日先着200名
【場所】１Ｆ特設コーナー

※プレゼントは、商品がなくなり次第終了します。
　商品は変更になる場合がございます。

期間中、COCOSA公式
LINEに新規お友だち
登録していただいた方へ、
各日先着200名様にお菓子をお１人様
２袋プレゼント！

8.16［金］▶８.19［月］
各日先着200名
【場所】１Ｆ特設コーナー

C O C OSA
SUMMER EVENT
I N F O R M AT I O N
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オリジナルカレー 421円

夏のプレゼント企画、開催中!

COCOSA公式
LINE新規お友だち
キャンペーン！

登録していただいた方へ、

3

豊富なカラーで、

あなただけの
カラーリングに！

買って、もらえる！
プレゼント

ファッションゾーン（1Ｆ～4Ｆ）
COCOSA

※1F～4Fでご利用のレシートに限ります。
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※価格は全て税込

ドリンクを楽しみながら、可愛い猫たちとのふれあいや
エサやり体験などを楽しめるカフェ。これまで知らな
かった動物のおもしろい習性や仕草を発見できるかも？
おしゃれなアニマル空間で、素敵なカフェタイムをぜひ

熊本初出店！ 可愛い
猫たちと、本格カフェ
を楽しみましょう

３F モフ アニマル カフェ　
TEL.096-285-9904

８月中旬
OPEN!

〔ファッションゾーン １Ｆ～４Ｆ〕

TV番組表はweb公開
できません。


