2022年5月21日

土曜日

＜2＞

熊本でもわずか数人のスペシャリストによる、特別な視力測定会

世界的グラシエ（アイス職人）直伝 。この味を知ったらもう戻れない

「見えづらさ」
「目の疲れ」…プロに相談を!

本格「ジェラート＆ソルベ」はひと味違う！

メガネの大宝堂 上通本店

トワ・グリュ

フランス菓子

検索 ←

メガネの大宝堂

検索 ←

トワグリュ

あれば︑ラムレーズンは

蓋つきショーケース
﹁ポゼッティ﹂
が仲間入り！
本場イタリアで
﹁おいしい！﹂
と評判のジェラテリアに
必ずと言っていいほど使われているそう︒ジェラート
本来の繊細な味わいを堪能できますよ

２度驚く夏の集中ケア

R4.5.21 ～ 5.29まで

本館２階 ザボディショップ

THE BODY SHOPの
ソープ をプレゼント!

30

鶴屋

お得!!
ヒマラヤン チャコール クリアナイト
ピールを含む、
税込5000円以上購入
した先着5人に「リビングを見た」で

夜用集中美容液﹁ヒマラヤン チャコール クリア
ナイトピール﹂
㎖ ３９６０円︵税込︶

ザ ボ デ ィ シ ョ ッ プ で︑

﹁ヒマラヤン チャコー

メントフェア﹂を開催︒

ル クリアナイトピール﹂

は真っ黒な見た目と︑翌

時間／ 10:00 〜 19:00
（金・土は19:30まで）
※5月24日（火）は店休日
【問】☎096（311）5561

朝洗い流した後のなめら

5月19日
（木）～ 29日
（日）

かで明るい肌に２度驚く

美容液︒ヒマラヤで育っ

た竹炭の小さな穴が角質

や皮脂等︑毛穴の汚れを

夏のフェイス
トリートメントフェア

作りたてのおいしさを知

爽やかな口あたり︒メロ

インスタでも
季節のスイーツ
情報をお届け！
﹁夏のフェイストリート

東バイパス（57号線）

ってほしい﹂と保存方法

午 後 の ひ と 休 憩 に は︑ Ｆ︵フランス国家最優秀

ンなどのソルベ︵氷菓︶は

営／ 10:00 〜 18:30
住／南区江越2-1-11、5月24日
（火）
休

至阿蘇

流通団地

けやき通り
● もち吉
流通団地

コク深いカフェラテも

職人章︶を授与されたア

驚くほど濃厚なのに後味

メガネスーパー ●

にもこだわっています︒

贅沢なジェラートタイム

イス職人直伝の製法︒贅

トワ・グリュ ●

その場で食べるフレッシュなおいしさ
コーンでの提供も始まりました！

が夏らしくてすてき︒ち

☎096（378）0249

● サンリブ
くまなん

吸着︒洗い流すことでク

☎090-8396-9502

※当日の引き渡しは行われません。不
妊手術の実施、毎年のワクチン接種、
健康診断をお約束ください。飼い主さ
（フィリア）
（すみよし）
です。譲渡会に会いに来て下さい!」
んにはワクチンや不妊手術費用の一部 「住吉
負担（3000円〜）をお願いします
（にゃわん）
「サニンは1歳♂。
一緒に遊んでくれる家族を探してます」

＋54円

＊プレミアムフレーバーは
＋108円 ※税込価格

リアな肌へ︒さらに︑ハ

【猫部門】チームにゃわん
●

ダ イキ

彩炉

味千
ラーメン

フーディワン

マクド
ナルド 東バイパス店
●
●
●
東バイパス
●
●

（東区下南部3-14-78）
【犬部門】フィリア ☎080-8389-2424

コーン

平成大通り

サンピアン

ラムレーズン・いちごミルク
パンプルムース バジリック
メロンソルベ・マーブルチョコ
カフェラテ・ブルーベリーミルク
＊ピスタチオ
（＋108円）

カップ
（ダブル） 497円

イビスカスの花エキスが

北バイパス
至東海大

カローラ

5月のフレーバー例

カップ
（シングル）378円

柔らかな肌を叶えます︒

犬ねこ譲渡会

ジェラート＆ソルベ
（フレーバーは季節替わり）

至新港

約１時間のじっくりコ

ースで目のトラブルがな

いか︑機械では測れない

「出会い」
を待っています

さっぱり⁝︒フレーバー

1

軽に楽しんで︒

目のスペシャリストが︑ 人ひとりの
視力の状態をじっくり調べます！

結果はシートにまとめ

測定技術で分析します︒

29

〝視線のズレ〟など︑高い

大宝堂の﹁視力測定会﹂ の動き︑老眼の進行具合

てお渡し︒目のトレーニ

など︑健康診断の度数測

ングのアドバイスも行う

日︵木︶〜 日

定では分からないと言わ

が５月

︵日︶に開催︒視力や目の

など︑とても充実した内

保健所に持ち込まれた

犬やねこを保護し︑新し

日

い家族との出会いを提供

す る 譲 渡 会︒ ５ 月

ス店で開催されます︒

︵日︶︑カローラ東バイパ

当日はスタッフのマス

22

26

会場／カローラ東バイパス店

供合線

熊本空港線

ク着用︑アルコール消毒

日

21

の設置など︑対策をしま

す︒完全予約制で︑

までに電話予約をした人

分〜２

のみ入場できます︒来場

分

10

の際はマスクの着用を︒

開催／午後１時

時
30

れている部分も︑専門家

営／ 10:00 〜 19:00 中央区上通町5-6
＊スタッフとお客様の検温、アルコール消毒を実施。参加
時はマスク着用をお願いします。新型コロナウイルス感染
拡大に伴い短縮営業の場合があります

っても合わない︑物が二

☎ 096
（354）
2155

予約
問合せ

重に見えるなど違和感を

＊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。測定した度数等はお渡ししていません

感じている人は︑ぜひ︒

□ 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）

疲れ具合などを丁寧に調

□ 動体視力、深視力
（遠近感・立体感を調べる）

容です︒メガネを何本作

□ 遠くや近くにピントを合わせる力

の手で測定してもらえる

□ 視線のズレ

べてもらえたと毎回人気

□ 近視・乱視、
老眼チェック

分析結果シートも
もらえます！

諦めていた目の悩み
が︑驚くほど快適に

じっくり1時間コース

貴重な機会です︒

大宝堂でメガネを作る場合は無料、測定だけなら

大宝堂で使える3000円分の商品券を進呈！

のイベントです！

料金：3000円（税込） 定員：各日４人

熊本でも数少ない﹁オ

5月26日（木）～29日
（日） ＊４日間

プトメトリスト﹂が一対

一で対応︒利き目や視線

【予約制】 上通本店・視力測定会

沢な口どけも甘さのバラ

オプトメトリストは民間団体である日本オプトメトリック
協会の定めた資格。メガネを作成するための、高度な専門
知識と測定技術の試験をクリアした人に与えられます

ンスも︑計算尽くされた

左右の目で「★」の位置が
ななめに“大きくズレる人”
はぜひ測定を↓

ょっとトワ・グリュに立

上通本店には、熊本でも数人しかいない

「オプトメトリスト」が在籍 （写真／松岡さん）

特 別 な ア イ ス な ん で す︒ ごとにちがう味わいを気

1 片目を隠して3秒、★のマークを見る
2 反対の目を隠して★を見る

ち寄ってみませんか？

★

三鶴シェフが作るジェ

ラ ー ト は︑ 実 は Ｍ・Ｏ・ ﹁〝一瞬の旬〟とも言える

やってみよう！【視線のズレチェック】

