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土曜日

目のスペシャリストがじっくり測定してくれる人気企画。見えづらい、
健康診断の結果が…という人はぜひ

5月は無料視力測定会＆好評のスペシャルコースも！
メガネの大宝堂

検索←

メガネの大宝堂

気軽に、視力を測定してほしい人はこちらへ

より詳しく、視力を調べてほしい人は

【上通本店限定】

有料

オプトメトリストによる

予約制

スペシャル測定コース

【実施日】5/13
（木）
・14（金）
・15（土）
・
16
（日） ＊各日3人限定

ほか

「安 心・安 全」でおいしい！

無添加 で作る
もっちり「食パン」

「子 どもた ちに安 心 し て食べさせ られるものを」。

30

年 前 、グリーンコープの組 合 員の声 か ら

に

代以降になると誰でも老眼は訪れま
す。しかし、単に度数を調べるだけでは
進行具合は分からないとか。そこで大人
の目に特化した大宝堂の視力測定会が、
５月に開催決定！

資格をもち、長年経験を積んだ
専門スタッフが測定します

ま す。「 今 の 自 分 の 目 の

こんな人は
気軽に参加を！

※予約の人限定の特典です

ラエティです♪
のバ

今回は…
グリーンコープ

「イーストフード」ほか大量生産に必
要な添加物は使いません。製造過程
で微細な調整を丁寧に行い、無添加
のパンを安定して作っています

「東部センター」
からの情報です

國松清光さん（永田パン 代表取締役社長）

セット内 容

•グリーンコープ 食パン（北海道産小麦）組合員価格328.32円
•グリーンコープ ごぼうサラダ 組合員価格201.96円※税込

「近くが見えづらい」
「これって老眼？」
「視力落ちてる」…

選べるグルメ
「食撰便」プレゼント！

約

生 まれた「国 産 小 麦 粉」で作るパンは、

想いを 共にするメーカーの努 力によって

約

くことで老眼が進みま

ぼうげん

も

種
70

代以降は、ピントを

のトラブルも…。それら

不必要な添加物は不使用
職人の手仕事で実現します

よりおいしい、プレミアム な 逸 品となりまし た。

使うのは北海道の貴重なブランド小
麦粉。さらに、パン作りに必要な砂糖
や油脂などの原料も、産地や製造方
法がすべてクリアになったものだけ！

元気くん

■東部センタースペシャル
「無料お試しセット」
のお申込みは
「リビングを見た」
とお伝えください
サ ン チョク

ハ

イーナ

0120-349-017

無料お試しセット

ご加入特典！

組 合 員 だけの特 別 な パンを 作るこ だわりを、

「永 田 パン」の國 松 さんに伺いま す。

国産プレミアム小麦粉100％
他の原料も「安心・安全」を徹底

「東部センター」スペシャル

1家族1回限り、まだ組合員でない人が対象です。
期間／4月28日（水）～5月31日（月）まで

春メガネや防眩レンズなども注目！

円〜︵１組・税込︑同社

＊新型コロナウイルス感染防止対策

「グリーンコープの特別な材料・特別なレシピだから
並々ではない手間ひまがかかっています」

材料（約4人分）

40

※写真はイメージ

・店内の除菌、消毒、換気などを徹底しています。
・スタッフのマスク着用、検温を実施。来店の際は、マスク着用、
手指消毒にご協力ください。

素材の味を
楽しめるパンです。
毎朝心をこめて
作っています。

味付け不要！
・食パン…4枚
・ホワイトソフトマーガリン…適量 パンにのせて焼くだけで、
・ごぼうサラダ…1袋
ボリュームのある1品に
・ミックスチーズ…適量
作り方
①厚さ1cmにスライスした食パンにホワイトソフトマーガリンを
塗ってほんのり焼き色がつくくらい（2分程）
トーストする。
②①にごぼうサラダの1/4量を全体にのせ、ミックスチーズを散ら
す。再度オーブントースターでチーズに焼き色がつくまで焼く。
※底が焦げる場合はアルミホイルを敷いてから焼く

をいち早く見つけて、快

各店頭には、春～夏の

緑川

40

「視力測定会」
を受けて、
2万円（税込）
以上購入すると

※営業時間は変更となる場合があります

レシピ動画
はこちら！

ごぼうサラダ
チーズトースト

適な見え方を提案してく

●

庄島

5月31日
（月）まで
【メガネ購入特典】

【無料の視力測定会の予約は、左記店舗まで電話を】

<PR>

東部センター いちおしレシピ

れるのが、大宝堂の視力

至城南

●
445

指定レンズ︶のキャンペ

イオンモール
熊本

ーン実施中。お持ちのフ

266

ヒライ

●
ケーズ
デンキ

ステーキガスト

デサキ

●

メガネも多彩にそろって

☎096（285）8441

測定会です。

営業／10:00 ～18:30、
店休日なし
住所／嘉島町大字上島字芝原2034

☎096
（232）
4455

レーム・サングラスへの

営業／10:00 ～19:30、
店休日なし
住所／菊陽町光の森2-30-3

☎096
（354）
2155

今回は気軽に受けられ います。大宝堂オリジナ

営業／10:00～19:30、
店休日なし
住所／中央区上通町5-6

る無料の測定会と、じっ ルブランド「アイクラフ

●嘉島店（庄島）

付け替えＯＫ。専門スタ

●光の森店（根本）

ッフによる視力測定で快

●上通本店（山本）

くり１時間半かけてオプ ト」の新作も登場。

フレームのみの金額（下から）2万6400円・IH3106、
2万9700円・IN002、2万9700円・IN003

トメトリスト（左記）が測

※目の健康状態が気になる人は、必ず眼科医の診察を受けましょう

適な使い心地を叶えてく

☎096
（354）
2155 （松岡）

また、日差しが強いこ

予約時に
「スペシャル測定コース」と伝えて下さい。

れます。購入特典も！

□ 近視・乱視、
老眼チェック
“分
□ 視線のズレ
□ 遠くや近くにピントを合わせる力
□ 色覚
（色がきちんと見えているか）
□ 動体視力、深視力
（遠近感・立体感を調べる）
□ ビジョントレーニング
（視線のズレなどに対し、
目の筋肉トレーニングなどのアドバイス）

定してくれる有料の「ス の時期に、度付きカラー

大宝堂×鯖江の職人がつくるコラボメガネ。今回は、ク
リアタイプやグラデーションのデザイン、女性に人気の
ボストン型など…さまざまな色・形が仲間入り

なかなか受けられない
内容です。さらに、後日
析シート”をお渡し！

す。 そ れ だ け で は な く、 状 態 が 分 か っ た 」「 メ ガ

時間は20～40分程度。経験豊富なスタッフが1人ひとりの目の状態
をしっかりと測定。老眼の進行具合などもチェックします
ペシャルコース」があり レンズ特価１万１０００

1時間半じっくりコース

合わせる力（調節力）が加

上通本店・光の森店・嘉島店で開催します

大宝堂オリジナルブランド
「アイクラフト」に新作 が登場！

NEW

ネの選び方も参考になっ

5/1
（ 土）～31
（月）大人の視力測定会

予約制

オプトメトリストは業
界最高位の資格です。
アメリカでは国家資格
であるほど取得する難
易度は高く、認定眼鏡
士の中でもより高度な
測定技術や専門知識を
もっています

嘉島店

視線のズレによる目の疲

無料

担当／松岡

根本

齢に伴い、弱くなってい

熊本でも数人しかいない「オプトメトリスト」
が実施

光の森店

た」との声も多数。

上通本店 山本

れなど、気づきにくい目

費用／3000円（税込）
測定のみの場合は、
⇒大宝堂でメガネを 大宝堂で使える3000円分
作る場合は、無料に！ の商品券を進呈します

新CM絶賛放送中♪

受付時間／月～日 9：00～21：00

食パン
（北海道産小麦）
国産小麦の風味を生か
したパンです

ごぼうサラダ
国産のごぼうに人参を
加え、
ごまとマヨネーズ
で和えたサラダ

そのほか、無料サンプルの詳細はウェブから

【24時間受付】携帯・スマートフォン・パソコンから

グリーンコープおためしセット

検索

https://www.greencoop.or.jp/trial/

携帯・スマート
フォンの方は
こちらから⇒

※個人情報はサンプルのお届
けと今後の案内に使用します

10/17
（日）
グランメッセ熊本にて『グリーンコープくまもと２０周年まつり
（仮）
』
を行います。
コロナ感染対策を徹底する為に今回は、
組合員限定での"まつり”
と
なります。
５月～７月末迄にご加入いただくと、
このイベント参加への応募のチャンスがあります。さらに、
この期間にご加入されイベントに参加いただいた方に

Ｗチャンス！素敵なプレゼント特典あり！
！

