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2021年7月31日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

カッコよく魅せる
“姿勢づくり”

約60分のトレーニング体験
（カウンセリング付）

日

毎年恒例「夏の半額感

額（一部商品を除く）。し

品が通常表示価格より半

検索 ←

８月末まで開催中

31

謝セール」を８月

熊本陶器 facebook

かも単品だけでなくギフ

め、業務用の陶器やガラ

ス、漆器など、１階の商

とめ買いのチャンス。家

茶わん、急須、カップ、 す。掘り出し物満載でま

丼、子ども用食器をはじ
庭用に贈り物に、お得な

この機会をお見逃しなく。

住所／南区流通団地２ノ２

洗面やトイレの部分施工から、大規模リノベなど何でも対応

住まい

時~

10

営業／午前９時~午後５時

30

分（日祝日=午前

週1回パーソナルトレーニング（計4回）
通常3万2200円→2万5000円※入会金込
・申込期限 9/30
（木）
まで ＊体験OK、予約はこちら↑

午後５時）
、無休、Ｐあり

ケア。肩こりや体の不調

「姿勢改善トレーニング」キャンペーン

☎０９６
（３７７）
２４２４

に悩む人もお勧めです。

時~午後

「姿勢改善トレーニン

薄着の季節ですが、自

クーポンで割引になる
フライパンは20個限定

10

扌

R3.7.28～先着20個に限る

?!

グ」では、専門スタッフ

分の“見た目”に自信はあ

営業／午前

による指導で姿勢を集中

りますか。体重や体脂肪

時、不定休、完全予約制

10

検索←

レリスト

熊本陶器（株）

1650円（税込）

通常3080円→

１対１指導、１カ月
で見た目が変わる

率などを気にする人も多

〔中央区新大江2-23-27-1階〕

☎０９６
（３２７）
９１１４

至電車通り

いかもしれませんが、他

水前寺
脳神経
外科

水前寺駅通り

至県劇

水前寺駅

熊本高校

セブン
イレブン

●

の人から見ると数字では

至産業道路

●
●

なく「なんか素敵！」「着

こなしがカッコいい」な

どの見方がほとんど。つ

まり、体重が変わらなく

ても、“姿勢”で見た目は

大きく変わるんです。

託麻原小 ●

レリスト●

Lerist（レリスト）

（火）まで、１階ショール

※税込、R3.7.28 ～ 9.30まで

姿勢改善スタジオ

夏の半額感謝セール！

クーポン提示で、ストーンマーブルの
フライパン26cm（ターナー付き）

ト向け商品も割引対象で

3000円に！ 扌

ギフト

■熊本陶器（株）

ームにて開催中です。

通常9800円→

リビング読者限定 COUPON

健康

リビング読者限定 COUPON
■レリスト 【事前予約制】クーポン提示で

展示品が通常の半額に！ 品ぞろえが豊富で、
お気に入りがきっと見つかります

8月８日から毎週日曜に開催。働きながら資格取得もできます

介護

暮らしがもっと楽しくなるリフォーム！ 「介護職員初任者研修」3万7000円
（税込）
玄housing

スローライフ芳寿会

検索 ←

玄housing

検索 ←

スローライフ芳寿会

こんな人はぜひ！
□ 介護の職につきたい
□ 家族や将来のために、
介護を学んでおきたい
□ 資格を取得することで
転職の幅を広げたい
□ スキルアップしたい
熊本県内で６施設とデ

イサービスセンターを運

営する芳寿会グループで

直接指導してくれるのは、
「家族のように温かい」
と施設利用者からも
喜ばれている経験豊富な現場スタッフです！

介護職員初任者研修 ＊全16回

好評。経験豊富な現場ス

・期間 8月8日（日）～ 11月21日（日）
・開催 毎週日曜日 9:00 ～ 16:30（講義により変更）
・研修場所 特別養護老人ホーム 琴平本町
（中央区琴平本町10-32）

●曲野デイサービスセンター

（宇城市松橋町曲野4-1）

「リビングを見た」で介護職員初任者研修に
申し込むと、

マスク1箱＆消毒液
（エヴァ水）をプレゼント

吸水速乾や通気性に優れている
から、
ムレにくさもアップ

→7/29までアプリ会員
特別価格で税込590円
クロップド丈でスマートなルックス
に仕上げてくれるレギンスパンツ

対象年齢：新生児～4歳頃
本体カバーとインナークッションの頭
部～背中・座面までクールマックスⓇ
ファブリック3Dメッシュを採用し、通
気性・速乾性に優れています

（北区植木町一木582-1）

●ケアホーム保田窪

（東区保田窪3-23-15）

●ケアホーム蓮台寺

●まつばせ寿光庵

●ケアホーム三郎一丁目

（西区蓮台寺3-4-5）

（宇城市松橋町久具99）

（東区三郎1-10-18）

＊各施設の見学・相談も随時受け付けています

クーポン★

フットサニー
薬用足ソープ
本体価格900円

（税込990円）

本館 3F

服 を 着 た ままで
ラクラク洗 える 。
泡で出てくる足指
用 シャン プ ー で
殺菌＆消毒！

クールモンスター
Mサイズ

本体価格2,680円

（税込2,948円）

本体価格2,780円

→7/29までアプリ会員
特別価格で 税込590円

●ケアホーム田原坂

●まつばせ芳寿苑

（宇城市松橋町久具61-5）

20人限定

エールベベ クルット6i
プレミアムエアリー
本体価格49,800円
（税込54,780円）

JR豊肥本線

☎096
（383）3610

【芳寿会グループ 運営施設】

Lサイズ

WOMEN/クロップド
レギンスパンツ
本体価格990円
（税込990円）

● 琴平神社
琴平通り

担当／ケアホーム三郎一丁目・田端

（税込3,058円）

MEN/スタイルドライインナー
本体価格690円
（税込690円）

●

至白山

くるっと
360度
！
回せる

平成駅

●

先着

本体価格26,000円
（税込28,600円）

●
ダイキ

平成大通り

申込みはこちら

国道３号線

研修は、感染症対策に

十分配慮して実施されま

す。開催日が迫っている

ので、早めに電話で申し

込みを！

研修終了後に同法人に就労した場合、
研修費用全額返金制度あり

人気ショップおすすめ夏アイテム

対象年齢：新生児～3歳頃
だっこにもおんぶにもOK。
肩への負
担を軽減する3.2㎝厚クッションの
ふわふわフィットショルダー

すがコーポ
レーション ●

（テキスト代込・税込）

ゆめタウンはません店

アンジェレッテ ベビーキャリア
クアトロエアー3.2

近藤製飴
●
本舗

3万7000円

リビング読者限定

本館 2F

20人

・受講料

春竹小

・募集定員

研修会場

タッフが、実践を交えな

がら分かりやすく丁寧に

研修修了時に資格が取

指導してくれます。

1 0120・44・39・88

は、８月８日（日）から「介

得できるうえに、同法人

来店予約・問い合わせ

護職員初任者研修」を開

催。ただ今、受講生を募

営業／ 10:00 ～ 18:00、
水曜休
住所／中央区南熊本3-7-10

↑HP・求人情報
はこちら

アカチャンホンポ
限定モデル

〈サービス対象店舗〉・サンマルクカフェ
・タリーズコーヒー ・餃子の王将
・レインボーハット ・庄屋 ・ピエトロ

に就労した場合には受講

（モザイクタイルの洗面や造作収納、
外壁、小上がり畳など）

（2,000円以上）
を提示すると

飲食店（６店）
で色んなサービスが！
！

集しています。

●ほかとはちょっと違う、
おしゃれな部分リフォーム

レシートdeグルメキャンペーン
別館 2F
8/31 GUのお買い上げレシート
（火）
まで

料を全額返還する制度も

至嘉島

あり。受講料は分割納付

（手すりやスロープ、バリアフリー）

ロイヤルホスト
●

266
JR南熊本駅

●自然素材に囲まれた、健康的で
リラックスできる空間
●老後に向けて、安心な空間

毎週日曜日（全 回）開

●

（ガレージ、サイクルポート、
映画鑑賞室、音楽室、陶芸室…）

も可能です。

●

ハローデイ ●

●夢を叶える、
趣味に没頭する空間

至水前寺

※1家族に1つ、R3.7.28 ～ 8.31まで

玄ハウジング

● ファミリー
マート

浜線バイパス

トートバッグプレゼント！

マクドナルド
●

ウエスト

リフォーム相談時に
「リビングを見た」
と伝えると

GS
●
白山通り
●ガスト

写真はすべて同社施工例です

催なので、学生さんや社

会人も「参加しやすい」と

大 規 模 リ ノ ベ ー シ ョ ン、

マンションまで幅広く対

応、どれも満足度の高い

造作カウンターや使い

仕上がりが評判です。

勝手のいい収納棚、モザ

１箇所から◎。せっかくのリフォーム、
毎日過ごすからこそ
"素敵な空間"
に

水回りなど古くなった

設備だけを新しくするの

も良いですが、せっかく

なら毎日が楽しくなる

“暮らしのリフォーム”を

しませんか？

あしらいなど⋮予算に合

わ せ て ア イ デ ア を 提 案。

さらに土地などの問題か

らプランニンニングま

で、専門スタッフがトー

タルでサポートしてくれ

ま す。 ま ず は 電 話 に て、

来店予約を。

多 彩 な デ ザ イ ン 力 と、 イクタイルのおしゃれな

家族のさまざまな想いを

汲み取って親身に家づく

りをしてくれる玄ハウジ

ン グ で は、
「リフォーム

もお願いしたい」との声

が多数。実際にトイレや

洗面などの部分施工か

ら、戸建て・ＲＣ住宅の

至市街
266

リビング読者限定

今までこんな空間を
作ってきました！

16

50

8/1（日） 名様
映画無料
チケットが
もらえる！

このクーポンと、当日の
専門店のお買い上げレシート
税込5000円以上
（合算OK）を持って来て頂くと、
先着で映画観賞券を進呈！

※お一人様１枚限り、無くなり次第終了

場所
本体を凍らせて使え
る 体 温 冷 却グッズ 。
冷凍庫なら約10分、
冷房下や水道水でも
冷え冷えに！

1階サービスカウンター

ゆめタウンはません店
専門店 10：00～21：00

着用イメージ
（Lサイズ）

（一部専門店は異なります）
南区田井島１丁目 ２-1 ☎096
（334）
1625

