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布アイテムを変えると部屋の印象も早変わり。
春 の 新 作 は 、爽 や か な す ずらん 柄 の 布 団 カ
バーがイチオシです！

冬はやがて終わり、新しい春がやってくる。
コートを脱いで、軽くなった心と身体でまた歩き出そう。
環境が変わる人も、新しい自分に出会いたい人も
いろんな「あなた」をCOCOSAは応援しています。
6年目のCOCOSAも、熊本の暮らしと一緒に。

新しい私をはじめよう。

人気の
レトルト＆お菓子にも
春ならではの商品が
登場します！

あんクロワッサン（２個450円）
甘さ控えめのつぶあんと塩気の
あるクロワッサンが絶妙…！　バ
ターの風味がふわっと香ります

キンパ（韓国風のりまき）
（１本８切れ・590円）

冷凍でこの美味しさ?!と話題の本格
派。カットされていて食べやすい！

フライパンでつくるミールキット
鶏肉の煮込みデミグラスソース

（１人前185ｇ350円）
凍ったままフライパンで10分加
熱すれば完成！ 冷凍庫にストック
しておきたい、忙しい時の救世主

ファッションの他にも、ライフスタイル、グルメ、美容、インテリアに楽器まで、「暮らしを彩るすべてがコンパクトにそろう」
のがCOCOSAのポイント。各店のスタッフがあなたのコンシェルジュになって、素敵な新生活のスタートを応援します！

「お気に入り」に囲まれる、素敵な暮らし計画！

❸
料理中に

❹小物
入れに

掛け布団カバー（スズランガラ）シングル
リボンクッション（ローズ）※価格は店頭で確認を

店長のイチオシTOP３

SNS・テレビで話題の
バズリ収納を取り入れたい！

『片付け上手になれる
有能アイテムは？』

【料金・プラン】       ●カット＆トリートメント8,250円～

モリオ・フロム・ロンドン

※テクニカルカラー、フロースパの単品メニューはスタイリング料金別途1100円必要

TEL.096-321-6185 

ビューラーでは上がりにくい目頭・目
尻もしっかり上げて地まつげを最大限
長く！　さらに、理想の似合わせ美眉

で自然なのに目力ＵＰ！

ナチュラル可愛い目元と

メイク時短を叶えます！

急いで失敗して
「あーもう！」ってなりがち…

アイラッシュサロンブラン

TEL.096-353-1519 

•まつげパーマ×美眉スタイリング   
　　　　　　　 【初回価格】10,560円

•まつげパーマ【初回価格】5,830円
　　　　　　　  【通常価格】6,930円

地まつげを根本から立ち上げ、目元に
合わせたパーマ施術もそろえています

•美眉スタイリング【初回価格】5,830円
　　　　　　　  【セット価格】4,730円

専用ワックス剤で理想の眉に。産毛や
古い角質もケアして肌もワントーンUP！

ムジルシリョウヒン

TEL.096-351-6264

４F

※価格はすべて税込です※商品に関するお問い合わせは、各ショップへ直接お問い合わせください。※イベント内容・期間は予告なく変更
または中止となる場合がございます。※画像はイメージです。

（受付時間:11:00～18:00）

便  利
グッズ

食  品
冷凍食品

【NEW】

幼児の基礎音楽・ピアノ・フルート・サックス・声楽・
コーラス・ボーカル・ギター・ドラム…など多彩です

楽器販売に加えて、店内スペースにて音楽教室を開講し
ています！　お子さんも大人の方も大歓迎、各楽器の専
門講師が、初めてでも楽しむところから丁寧に教えます。
まずは気軽に体験レッスンを！

シマムラガッキ
TEL.096-327-4066

『今年は新しいことに挑戦してみたい』
楽器に憧れるけど、初心者も大丈夫？

趣 味

家 具

ニトリデコ ホームスタッフ

セリア TEL.096-277-1887

※掲載商品は
すべて各110円

ス マ ホ や Ｐ Ｃ 作 業 で 疲
れ た 頭と首 を ほぐして、
頑張る自分にご褒美を！

❶冷蔵庫
の収納に

❷
お風呂に

３.壁面に固定できるスマホホルダー 料理中にレシピや動画を見たい人に

４.インテリアフックアンブレラ  粘着テープで貼り付けられてカンタンオシャレ！

１.マグネットスイングケーストール（白・黒）開け閉めが片手で楽 ！々
２.ハンギングステンレススリムボトルホルダー ボトル口の大きさで各種サイズあり

食器もバラエティ豊か！

スタッフ上村さん

左バンブーファイバーシリーズ
右クリアシリーズレトロフラワー

壁付けやマグネット、掛ける
タイプなど絶妙な整理収納アイテムが充実！ 
特に水回りで使うと衛生的でオススメです

カラーメイクが楽しい季節、大人でも甘
くなりすぎない抜け感のあるピンクコ
スメが注目です。目元やリップなどワン
ポイントで取り入れやすいですよ

やっぱりピンクは
外せません！

ニュアンスのある絶妙カラーで
華やかなのに上品な仕上がりです

❶デイジーク シャドウパレット
（04） 4,180円　大人パステルで

肌なじみ抜群！ 

❷ディーアップ パーフェクトエク
ステンションマスカラ for カー
ル（ピンクブラウン）1,650円
❸ディーアップ シルキーリキッド
アイライナー WP （シフォンピン
ク） 1,430円 ❷❸新色「まろみピ
ンク」で目元にふんわり血色感

❹❺フジコ プランピーリップ
（01・02） 1,540円 プランピング

効果でぷっくりと存在感ある唇に

ピュマージスタッフ

円形クッション(全6色)
※価格は店頭で確認を

メイク
❶

❷

❸❹

❺

ピュマージ TEL.096-312-1760 
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おしえて
COCOSA

！

眉 毛
まつげ

ヘ ア

本格派ヘッドスパも！

左：ティルティル マスクフィット
オールカバークッション2,970円
右：プリマヴィスタ ジャストワン 
フィニッシュ（01）3,080円

マスクを着け外ししても
360°隙なし肌に！

春のベースメイク

リニューアルした店内では、食品・冷凍食
品コーナーが新設しパワーアップ。取扱
い商品も増えて、充実のラインナップで
す。ぜひお立ち寄りください！

店長辻川さん・廣瀬さん

熊本市内ではココでしか買えな
い商品を多数取り揃えています！

ＣＯＣＯＳＡの無印良品リニューアル！
ついに、冷凍食品が上陸です

右／たけのこに油揚げや生姜を合わせて、
昆布仕立てのだしで炊き上げました

３/10ＦＲＩ
RENEWAL
OPEN!

『春コスメ、今年のトレンドは？』
新生活、メイクで気分あげたい！

『理想の眉とまつげ
    を手に入れたい！』

気になるカラーや
スタイルに挑戦したい！

おしえて
COCOSA

！

スタッフ
安川さん
川崎さん

『春は、やっぱり
　　イメチェン！』

似合わせカットやデザインカラーで理想の
スタイルに！ また、気分の落ち込みやモヤ

モヤなど春の「ゆらぎ」には、ヘッドスパを。
凝りがほぐれてスッキリ、よく眠れるように
なったというお客様の声も頂いています！

カット＆カラーで
新しい自分を発見！ 

お疲れ気味ならヘッドスパを
おしえて
COCOSA

！

おしえて
COCOSA

！
おしえて
COCOSA

！

おしえて
COCOSA

！

おしえて
COCOSA

！

スタッフ江口さん

「浮かせる収納」

が省スペース＆

掃除もラクで人気！

『部屋をセンスが良くて
オシャレな雰囲気にしたい』

ファブリックを変えるだけで

カンタン模様替え！

ニトリ デコホーム
（固定電話）TEL.0570-064-210
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できればカンタンに…
子どもも大人も

幅広いレッスンを開講中！

買い物ついでに習えて便利ですよ

スタッフ家入さん

バンド系から
クラシックまで、全14種！
コースも拡大中です

上品なく
すみカラ

ーが

大人か
わいい

！

●テクニカルカラー8,580円～
（オリジナルカラーパレット使用） 

●フロースパ 3,850円
（頭皮と首リンパのマッサージ）

最新情報を
インスタグラム

で更新中

左／【季節限定】桜のロールケーキ450円
右／炊き込みごはんの素 たけのこごはん
390円（２合用・162ｇ・２～３人前）

左／毎年人気の「桜のロールケーキ」。ふわふ
わしっとり、ピンク色の可愛い生地に、桜がほん
のりと香ります

おめでとう・ありがとう・おつかれさま
など、それぞれの想いから連想される
香りをブレンドした特別なアロマ

新しいプレゼントの形。
「メッセージアロマ」発売

メッセージアロマ全３種 10ml 各2,420円

ネブライザー式アロマディフューザー オーブ単品（ディフューザー本体・フラスコ・サイレンサー・
フラスコキャップ・USBケーブル付き）9,900円、フラスコ単体2,970円、専用スタンド3,300円

火や熱を使わずに、空気の圧力でオイルをミスト状にして空間へ広げることで、天然の香り
をより自然に近い状態で感じられます。最大40畳までの空間にしっかりと香りが広がります

アロマ 『おしゃれな香りアイテム、
ありますか？』

目でも鼻でも
癒される部屋
にしたいです

アットアロマ TEL.096-342-55631F

長く使うからこそ、こだわって作られたものを選びたい

『大 切にしたくなる家 具、探してます』

木のぬくもりに愛着が増す、

無垢材の家具はいかがですか？

ボシーソファ ３Ｐ・ボシーローテーブル※価格は店頭で確認を

家 具

アーバン リサーチ ドアーズ TEL.050-2017-9108

スタッフ浦川さん

熱源を選ばないマルチ対応の
土鍋。KINTO KAKOMI 
IH土鍋 2.5L 15,950円

上質なキッチンアイテムも

オリジナル多治見焼のうつわcomfy 
プレート23㎝1,870円・プレート19㎝1,540円・
ボウル18cm1,760円
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おしえて
COCOSA

！

できる限り無駄な伐採や木材を出さずに、木の表
情を活かす家具「BOTHY（ボシー）」シリーズ。
ナチュラルな質感で、どんなお部屋にも馴染みます

　　　期間限定
　　 家具の
SAMPLE SALE！
２F DOORS前
にて開催

新生活にあった家具
やインテリアがアウト
レット価格！　この期
間だけのお得なセー
ル、お見逃しなく！

天然オイルのフレッシュで心地良い香りと、ガラ
ス製フラスコでオイルの色まで愉しめます

オブジェのような佇まいが

魅力的な本格派ディフューザー

「オーブ」が好評です

スタッフ 佐藤さん

おしえて
COCOSA

！

３/10ＦＲＩ
OPEN!


