2020年

新年もペットとの暮らしが楽しくなる情報を集めました！

ペットと過ごす幸せライフ

新春号

＜30＞

vol.3

極上のシャワーケアや、オーガニックハーブを使ったメニューが好評

パソコンが壊された！ そんなときは専門店が心強い

少し贅沢な、上質のリラクゼーションを提供

ペット見守りカメラも有、
PCのことならお任せ

Dog Salon MIRA（ミラ）

システムサポート熊本店

検索 ←
この外観が目印！

お得で高品質な
パソコンも販売！

12

月にオ

また同店はリファビッ

シュパソコン販売店︒中

古本体の壊れやすい部品

を新品に交換すること

で︑安心して使えるパソ

合志市須屋に

ープンしたばかりの︑パ

コンです︒部品も最新の

作します︒新品よりお得

ものなので︑サクサク動

で中古より高品質︑買い

ソコン修理専門店﹁シス

留守中に気になるペッ

テムサポート﹂︒

トの様子を︑ＰＣから見

ら れ る〝 見 守 り カ メ ラ 〟 替え検討中の人はぜひ︒

地域に根ざした不動産のプロ集団。ワンちゃん・ネコちゃんにも安心の住まいを

取り扱いメーカーも多

シャンプーカット※爪切り、耳そうじ、バ
リカン３箇所、
足周りカット、肛門絞り含む
（Ｒ2.1.6 〜Ｒ2.1.31まで）

や︑傷んだパソコンの修

数！
まずは来店または

理︑データ保護・復旧ま

シャンプー・トリミング
通常2700円〜 →10 ％オフ

問合せください︒

●「リビングを見た」で、初回限定（新規のみ）

で幅広く任せられます︒

ど︑メニューも豊富です︒

時〜午後７

パックは１８００円な

と︑熊本でも最大クラス

営業／午前
10

ラグジュアリーな空間

の上質サービスが魅力の

※税別

29

ミ ラ ﹂︒ 時︑ １月１日〜１月５日休

号

41

﹁ドッグサロン

最 先 端 の ト リ ミ ン グ や︑ 登録番号／熊市保第Ｈ

ノ

☎ ０９６︵２０１︶４０９０

〔中央区新屋敷1-3-25-1階〕

皮膚の弱い愛犬・愛猫の

ために開発されたシャワ

ーケアなど︑キレイと健

●

日能研
●

熊本市消防局
産業道路
九品寺交差点電停

白川小

●

公園
セブン
イレブン

水道町交差点

白川

3

ドッグサロン
ミラ

●

康にこだわったケアが受

けられます︒予約制︒

おすすめの泡パックは

１０００円〜︑１００％

オーガニックのハーブス

パは１０００円︑ハーブ

交番●

明午橋通り

システムサポート熊本店

【問合せ】☎096
（202）
1044
住所／合志市須屋706
（飛田バイパス沿い、学習塾のトライ隣）

営業／ 9:00 〜19:00（土日10:00 〜18:00）
※12月30日〜 1月3日休

欲しかったあの新車…実はペットにもやさしい造りかも

賃貸＆土地探し、
ペットと一緒の生活を応援！ 定額リースが
「初売り」でさらにお得！
（株）h&t不動産コンサルタント

h&t不動産コンサルタント

検索 ←

両店の魅力は︑車両本

です︒この機会にぜひ︒

低床に配慮された車がぴ

東店・熊本空港店の両店

ったり︒ペットにやさし

では︑それぞれかなりお

い新車も初売り企画対象

買い替えや２台目⁝新

得な初売りを実施！

車選びは〝家族〟全員が快適がイイ！
飼い主目線でぴったりの車を提案

しい車はゆったり時間の

体・ 自 動 車 税・ 重 量 税・

とれる年始に見に行きま

自賠責・車検代も込みで

少し難しいカ
動物病院への行き来な

せんか？

７年間料金一律の﹁セブ

検索 ←

ンマックス﹂
︒どんな国

エルフペットクリニック

ど︑ペットを乗せること

エルフペットクリニック

が多い人は︑ダイハツ﹁タ

水前寺でアクセス◎、
犬猫専門の動物病院

ーリースの説明も︑余裕

土・日曜も診療しています！ 丁寧な 診断治療 に定評あり

ント﹂などの揺れや静音︑ 産車でも相談ＯＫです︒

※12/30 〜 1/5は休み
（一社）熊本県宅地建物取引業協会会員
熊本県知事 免許（1）第5075号

をもって聴くことができ

☎0965
（45）
5161

営業／ 9:00 〜 18:00、日曜休み

ますよ︒ジョイカル熊本

役としても︑誠実に対応

してくれます︒

多くの癒しや楽しみを与えてくれる
ペットとの毎日︒ぜひあなたも！

ワンちゃん・ネコちゃ

んを飼いたいけれど︑賃

快適に暮らせる賃貸物件

熊本市内にもペットと

は〝ペット可物件〟も増え

を多数管理︒契約後にト

最近で

ているというけれど︑ど

ラ ブ ル に 陥 ら な い よ う︑

貸では無理⁝？

うやって探せばいいの？

らしやすい住環境が整っ

事前にアドバイスをして

た土地の紹介もＯＫ︒ペ

もらえるので安心です︒

同社は売買・賃貸の仲

ットと共に快適に暮らす

そんな人は︑ｈ＆ｔ不動

介から不動産投資︑建物

産コンサルタントに気軽

一棟一括管理など︑幅広

家づくりまで︑しっかり

さらに︑ペットにも暮

く扱う総合不動産業者さ

サポートしてくれます︒

に相談しませんか︒

ん︒貸主・借主の橋渡し

住所／八代市豊原下町4133-2階

ジョイカル熊本東店（ロータスマツオ）
・ジョイカル熊本空港店（ユーネオ熊本）

ペットとの快適な暮らしに「ダイハツ タント」
左／タントL 車輌本体価格 121万円
※税別
（月々 1万円×84回 ボーナス3万円×14回）
右／タントカスタム 車輌本体価格 162万円
（月々 1万5000円×84回 ボーナス3万円×14回）
※頭金なし ※リース終了時に残価と実際の査定額との差額を精算し、実
際の査定額が設定残価を下回った場合は、利用者が差額を負担します

待合室は清潔感があり︑
温かみある雰囲気︒猫専
用待合室もあります

「ボクもうれしいワン！」

目玉車・特典盛りだくさん
家族で「初売り」に行こう！

◎大型シニア犬でも乗降
しやすい低床フロア
◎ゲージなど荷物を出し入
れしやすいスライドドア
や大容量な荷室
◎乗車ストレスの少ない
揺れにくさ＆静音仕様

◎熊本東店…1/11（土）〜
◎熊本空港店…1/3（金）〜
※店舗情報は下記

に１度の定期健診にも訪

る時などはもちろん︑年

●ウエスト

猪毛尾（いけお）俊輔 院長
「犬や猫は話すことができません。だからこそ、当院
では検査や診断を大切にし、動物の痛みや不安をで
きるだけ軽減するように努めています」

◎猫はもちろん小型犬から大型犬まで、とくに
トイプードル、
チワワ、
ダックス等の実績多数！
◎土・日曜も診療、
午後は早めの2時から受付
◎犬猫飼育に関するブログも随時更新中
※年末年始12/31 〜 1/3休
※12/28・29・1/4・5は午前のみの診療です

至県庁
健軍電停

●

ダイキ
● ●
陸上自衛隊 イエロー
ハット
第二空港線

ジョイカル熊本東店
（ロータスマツオ）

☎096（369）0114
営業／ 8:00 〜19:00
水・祝日休（土日営業）
住所／東区尾ノ上4-20
-34（健軍自衛隊そば）
※12/29 〜 1/5休

至小山

水前寺や帯山などの近

れる人が多いとか︒個室

ロータスマツオ

自衛隊通り

隣の人から郊外の人も訪

の待合室や診察室がある

高度な画像診断で原因にアプローチ

れる︑東バイパスすぐそ

など︑猫への配慮もうれ

ばの動物病院﹁エルフペ

病予防接種︑混合ワクチ

ットクリニック﹂
︒

ンのほか︑トリミングも

避妊・去勢手術︑狂犬

ントゲン・内視鏡検査な

しいポイントです︒

どを用いた〝診断〟に力を

☎０９６︵２１３︶
２８００

実施︒詳しくはＨＰへ︒

犬・猫だけに特化して

入れています︒丁寧に診

いて︑とくにエコー・レ

てくれるので︑不調があ

熊本信用 ●
金庫

セブン
イレブン

●

●

カントリー
●クラブ
443
味千
●
ラーメン
熊本空港
●
103

ジョイカル
熊本空港店

ジョイカル熊本空港店
（ユーネオ熊本）

☎096（349）6776

営業／10:00 〜20:00
木曜休（土日祝営業）
住所／東区戸島町452-1
（第一空港線沿い）
※12/30 〜 1/2休

