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TEL.096-359-3611
○企業名が見出しに表示されているものは

その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） 9:30～12:00／13:00～17:30

TEL.096-359-3311

2020年7月25日号〈32Ｐ〉

リビングポスティング熊本

休日在宅医は21ページに掲載

前かごフィット
保冷拡張エコバッグ

レジかごにぴっ
たり、10ポケッ
トでリュックに
もなる2WAY

［本館1Ｆ］
SAC'S BAR

サロン ドゥ リュバン
10ポケットエコレジバッグ

両端を引っ張る
と一気にたため
る、人気の“シュ
パット”シリーズ

［本館1Ｆ］
habita

2178円（56×28㎝）
シュパット コンパクトバッグ
ドロップ

2090円
（46×52㎝）

自転車前かご対
応。保冷ばっち
り、拡張できる
から大容量！

［本館2Ｆ］
SALAD BOWL

エコバッグ 330円

耐 荷重約5kg。
内側がファスナ
ーポケットにな
ります

［本館3Ｆ］
イルーシー300

おえかきさん
シリーズ ECO BAG 418円（58×33㎝）

色・柄が
ポップで
カワイイ！　
＊写真は一例

［本館3Ｆ］
HIDE AND SEEK

撥水加工付き、
日常にあるモチ
ーフを柄にした
お洒落なバッグ

［本館1Ｆ］
Studio CLIP

撥水エコバッグ 1650円（61.5×37㎝）

エンビロサックスの
エコバッグ

豊富なデザイン
と使いやすさが
好評。手に収ま
るサイズ感も◎

［本館1Ｆ］
ママイクコ

1100円（50×42㎝）

ショッピングバッグ
550円（35×39㎝）

持 ち 手 が 長
く、肩にも掛
けられます！

［本館2Ｆ］
サンデーボヤージュ

マチュリテマイクーラー
保冷バッグM

1870円

保冷素材なのに
小さくたためま
す！ 耐荷重10
㎏も嬉しい

［本館3Ｆ］
COSTA COURT

（37×36㎝）

ROBIN ショッピング
クーラーバッグ

2860円
（26×40㎝）

かごバッグ
風のおしゃ
れな大容量
保冷バッグ

［本館3Ｆ］
one'sterrace

持ち手が幅広
にデザインさ
れていて、手
が痛くなりに
くい！

［本館1Ｆ］
natura

マルシェバッグ 3300円

キャラクター
トートバッグ 各968円

可愛い絵柄の
プチプラトー
トが豊富！

［本館2Ｆ］
ヴィレッジ
ヴァンガード

（44×34㎝）

おえかきさんシリーズ
ECO BAG

418円

大人気おえかき
さんシリーズか
ら新登場♪

［本館3Ｆ］
ACT-1

（58×33㎝）

［本館3Ｆ］
ザ・ダイソー

折りたたみ
ショッピングバッグ

550円
（24×44㎝）

買い物かごに
ぴったり、
内側はアルミ
シート素材

マチが29.5㎝も

［別館2Ｆ］
チチカカ

ポケッタブル
エコバッグ 990円（40×36㎝）

丸ポケットに収
納でき、ポケッ
トの絵柄が使用
時にチェンジ

◆直営売場(食品売場除く)／9:30～21:30
◆専門店(一部専門店除く)／10:00～21:00

問合せ／ゆめタウンはません　
代表☎096（334）1625 営業

各ショップ
情報はＨＰへ

カワイイ、おしゃれ、機能性バツグン…、
お気に入りを探しに行きませんか？

7月からレジ袋有料化で、新しいマイバッグを探して
いる方も多いのでは。ゆめタウンはません内のショッ
プには、色んなタイプのエコバッグがそろっています。

＜ＰＲ＞

各専門店いちおしのエコバッグを一挙紹介！　※価格はすべて税込です
サイズはエコバッグを広げた時（高さ×幅㎝）　多少異なる場合があるためご了承ください

★折りたためる！
★デザイン色々

（45×32㎝）

（65×52㎝）
5390円
（31×32㎝）

マ
チ
広
・

巾
着
仕
様

エコバッグブームの

火付け役的ブランド


