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アカチャンホンポ［本館 2F］ ＧＵ［別館 2F］

SAC’S  BAR［本館 1F］

お出かけが安心＆快適！
コンビの新作ベビーカー

SALE 出産準備＆育児応援セール開催中！ SALE IL BISONTE商品
店頭価格より20％OFFも開催中！

中空糸を使用した冬の機能性インナー
「STYLE-HEAT」を発売中です

こ
の
冬
、

活
躍
す
る
こ
と

間
違
い
な
し
の
新
作
！

1つあると便利！ 見た
目も鮮やかなデザイ
ンが魅力。

「LOQIエコバッグ」
1，100円（税込）
50x42㎝ 
＊耐荷重約20㎏

STYLE-HEAT レースワイドネックT   1，089円（税込）

問合せ／ゆめタウンはません　代表☎096（334）1625

ABC マート

10月12日（月）まで最大70%OFF
の 掘り出し 物 満 載 。N I K E 、
adidas、new balance…、貴重な
モデルもサイズ限定で登場！

月齢や使用シーンに合
わせて使い分けOK。タ
イヤをシーンに合わせ
てスイッチ！

Ａ.ジャックランタン
マント 1，628円
B . か ぼ ちゃカ バ ー
オール 1，958円

（70・80・90㎝）
※税込

くまもと応援企画 
第2弾ゆめタウンはません

Ａ

B

今年はおうちでハロウィン！
可愛いアイテム勢ぞろい

JACK

親子でカジュアルファッショ
ンを楽しめるセレクトショッ
プが、ゆめタウンはませんに
期間限定で登場

会場／1Ｆシュープラザ向かい

Right-on

10月12日（月）まで秋物セール
で最大70％OFFのチャンス！
催事会場では、古着回収会
も実施します

すぐ使える秋物アイテムから、冬の新作までお得なチャンス。
各専門店のイチオシ商品や今だけの催事情報をピックアップしました！

オータムフェアいまが
買いドキ！
いまが
買いドキ！

【催事情報】 期間限定の特別イベントでお得にゲットしよう！

会場／3ＦABCマート前

カラーも充実♪

コーディネートのアクセントになるレースタイプ

NEW

Combi（コンビ）
スゴカル Switch plus
　エッグショックXL

・対象：1カ月～3歳頃
・重量：5.5㎏
63，800円（税込）

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

住所／〒860-8511 熊本市中央区新市街7-20 ヴィレラ辛島2階

TEL.096-359-3311
■配布に関するお問い合わせ（土日・祝休）

月～金／9:30～12:00・13:00～17:30 （土日祝休）月～金／9:30～18:30、土／9：30～12：00 （日祝休）
TEL.096-359-3611

2020年9月26日号〈20Ｐ〉 休日在宅医は5ページに掲載

○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

熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館2階）
営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）☎096-370-1112

リビングカルチャーセンター
はません校

通常3,300円（税込）の
入会金が今なら

条
件

●9月30日（水）
　までの入会
●最低3ヵ月（10～12月）
　の受講

10月から
　受講スタート!

リビングカルチャーセンター
　受講スタート!
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