ファミリアは初心者対象で始めやすい
室内だから︑日焼けの心配もなし！

４０００人の生徒数を誇
にプレーできますよ︒

もなくスケジュール通り

熊本・鹿児島で最大級︑ 安心︒日焼けや雨の心配

るファミリア︒段階的に

体験するだけで
クオカードゲット！

営業／午前

時〜午後９

０円分の参加特典付き︒

時︑月曜休 ※税込

日間の無料貸出し
体験もできます！

営業／午前

時〜午後７

日︵火︶店休

時︑金・土＝〜午後７時
分︑９月

問合せ／鶴屋本館８階
補聴器オーダースタジオ

日︵水︶〜 月

※眼鏡・補聴器売場内

９月
４日︵火︶︑鶴屋で﹁最新

☎０９６︵３２７︶３７００

補聴器体験会﹂が開催︒
多彩な機能や特長を持
った世界的メーカーの最
新補聴器を︑１人ひとり
の聴力に合わせて体験で
きます︒着けているのを
忘れる程の自然な音質や
脳の働きをサポートする
最新技術搭載など︑充実
のラインナップ︒オシャ
レな見た目のイヤホン型
補聴器もありますよ︒

※店内商品を２２００円

分〜午

日本縫製で良質廉価

時

以上購入で駐車料金還元

営業／午前

少量生産でガッチリ

のウエアは︑日本製の厳

☎０９６︵３２２︶５２５２

７ グランガーデン１階

住所／中央区城東町４ノ

後７時︑無休

選された生地や糸を少量

天然素材が人気の同店

調達し︑縫製を数日間に

短縮︒流行の色や素材を

取り入れています︒少量

生産で無駄をなくしてい

るから︑良質廉価を実現

この秋人気のパープル

できています︒

やブラウンでオシャレを

楽しみませんか︒ウール

の症例が多く︑開業５年

限されるそうですね︒

歯治療の際に歯の神経を

微鏡を用いた﹁根管治療﹂ みが続くという場合︑虫

佐 藤 は い︒ 当 院 で は 顕

抜いたが根管に感染源が

佐藤 治療をしたのに痛

のでしょうか？

院選びの重要な判断材料

科医師がいることは︑医

をもち︑経験を積んだ歯

治療について高度な知識

も難しい分野です︒根管

るため︑歯科治療の中で

ても複雑な構造をしてい

佐 藤 は い︒ 根 の 中 は と

︱︱ 難しい治療では？

済むこともあります︒

れた時でも歯を抜かずに

り︑肉眼で抜歯と診断さ

去する治療で︑これによ

すが︑最上位の機種が２

にも色々と種類がありま

できます︒歯科用顕微鏡

視野で治療を行うことが

います︒これにより拡大

手術用顕微鏡を導入して

手術でも使われる最新の

す︒そこで当院では歯科

肉眼では限界がありま

どんなに優れた医師でも

根 っ こ を 治 療 す る の で︑

佐藤 細く狭く暗い歯の

きました︒

︱︱ 設 備 も 重 要 だ と 聞

感があれば早めに治療を

できないケースも︒違和

いたりすると治療自体が

虫歯が奥深く進行して

りました︒

治療の精度がより高くな

の ② で 使 用 ︶ も 導 入 し︑

性能レーザー︵＝左図内

や綿など︑
揃っています︒

で市外・県外からも多数

残っていた等の原因によ

となるでしょう︒当院で

台も導入されている歯科

より 確 実 な 診 断・治 療 を
実現する手術用顕微鏡

来院されています︒その

り︑根の先に膿がたまっ

は副院長がこの分野を専

検討してください︒

年末からアポイントを制

︱︱ ど う い っ た 治 療 な

検討したい﹁根管治療﹂︒ ご相談ください︒

考えている方は︑早めに

ため︑治療の質を保つ目

た状態︵根尖病変︶という

医院は全国でも珍しいで

︱︱ 抜 歯 と 諦 め る 前 に

的で今年の年末からアポ

す︒今年から洗浄用の高

R4.9.21〜10.2まで

無理なく取り組める独自

さら

カリキュラムだから︑
％のリピート率！
に︑加齢とともに低下し

７５００円相当が１００

大特典は︑４万

０円！

秋の

肉を中心に刺激を与える

費が無料︑ラケットやテ

やすい下半身︑体幹の筋

メニューで︑運動不足解

ニスシューズなど︑手ぶ

入会金や初月会

消やダイエットにも効果

580円

通常750円 →

※唾液による細菌感染を防ぐため、ラバ
ーダムというゴム製のシートをかけて細
心の注意を払いながら治療を行います

門の一つとしており︑多

⑥冠をかぶ
せて終了

数実績があります︒

⑤症例によっ
ては金属や
ファイバーの
土台を入れる

ケ ー ス が 多 い で す︒﹁ 根

④消毒が終
わった後、薬
剤等を入れ
て密封する

的なことが長く続く人が

30

日清紡の綿100%枕カバー
（サイズ43×63㎝）
③根の中
に薬を入
れて消毒

らでテニスが始められま

右／パンツ（リトアニア麻100%）…7590円
（綿100%）………6160円
中／デニムスカート
左／ニット（洗えるウール100%）…6490円
（リトアニア麻100%）
…9900円
左／ワンピース
②汚染された
部分をきれい
に除去する

多い理由です︒

10％オフ

10

大好評につき

10

同店通常価格より

お得！ （税込・日本縫製）

FABRIC'S（ファブリックス）
①歯の神経を
とった後、根
の長さを測る

す︒１回４人の少人数制

読者限定 COUPON

30

管治療﹂は根尖病変を除

FABRIC'S（ファブリックス）
根管治療の流れ

●戸島店（託麻交番近く・屋外）☎096
（214）2477

10

イントに制限をかけてい

秋冬のお出かけ服は、着心地の良さで選んで
神経の治療 とも言われる

●植木店（鹿南中学南側）
住所／植木町後古閑101 ☎096（272）
1595

27

Moreシリーズ

※店舗によっては時間が異なるので最寄りの店舗に問合せを
※テニスシューズ、ラケットも無料レンタル可

●八代店（ＭＡＸバリュ２階） ☎0965
（65）
5022

10

☎096
（335）7700
●長嶺店（日赤裏）
住所／長嶺南2-7-83

検索←

21

高精度の顕微鏡による拡大視野で
より精緻な治療が行えるかがカギ

高度AI搭載補聴器

「リビングを見た」の申込で（〜 10/31）

※ジュニアサイズは他メーカーの場合あり、写真はイメージ

季節の変わり目には天然素材が人気。通気性・吸湿性があり、機能的！
院長 佐藤 邦彦 先生
副院長 佐藤 美香 先生

天井高７ｍ︑１０００

R4.10.31まで

10

きます︒これから治療を

佐藤歯科クリニック

で教えてもらえる体験会

自分の歯を残せる「根管治療」 ９月21日〜10月４日
「最新補聴器聞き比べ体験会」
医院選びは設備面も重視して
補聴器オーダースタジオ
鶴屋 本館8階

歯科

汗を流せるからか、
テニスを始めて肌の
調子が良いです（右:
中園さん）ラリーが
楽しく、身体を動か
すのが好きになりま
した（左:中野さん）
⑦アディダス
テニスソックス
⑧アディダスマスク
⑨ウィルソン振動止め
⑩ガット張り工賃
⑪オリジナルミニタオル
⑫NEW!
オリジナルTシャツ

①入会金5000円が0円
②月会費初月分が0円
③錦織選手使用ブランド
ウィルソンラケット
④人気！ アディダス
テニスシューズ
⑤オリジナルトートバッグ
⑥ウィルソンオーバー
グリップテープ

各回定員4人、参加費無料、手ぶらで受講可能です
大人＝9:30 〜、
11:00〜、
18:40 〜、
20:00〜（各１時間）
キッズ・ジュニア＝16:40〜、
17:40〜（各40分）
レッスンプログラムに、ダイエッ
トに大切な「太い筋肉」を刺激する
プログラムを取り入れています！ 膝・腰に優しい人工芝を採用。
窓を開けて換気もしています

㎡超えの室内コートは冷

1000円

体験会は、１面最大４人
の少人数制でプレーでき
ます。現在のレッスンの
様子・対策の詳細はHP マスク着用、手洗いう
がいを徹底しています
から
もも周り お腹周り ヒップ周り

では︑クオカード１００

なんと！

体験するだけで クオカード1000円
ゲット！
プレゼント！
ファミリアテニス

【無料】はじめてテニス体験会（大人・子ども）
暖房完備︑換気もよくて

秋の12大特典
4万7500円相当が

●浜線店（フーディワン近く）
住所／出仲間6-9-1
☎096
（334）
6266

新生活様式対策を実施

12

97

ジュニアも幼稚園・小学生
約１４００人が通っています

お得!!

検索←
ファミリアテニス
初心者対象のGSファミリアテニススクール

＜4＞
土曜日
2022年9月24日

安心の３大保証もついて、初心者でも心強い。入会金・初月会費が無料、手ぶらでテニスが始められる豪華な内容

リピート率97％で初心者も続けやすい、テニス一式4万7500円相当が1000円！

世界の補聴器メーカーの「AI機能」搭載器種を試聴・体験できます

