
2021年10月29日（金）ちゃんと 8

クーポン
●ご利用前にサービス内容、条件、有効期限を必ずご確認ください。　●クーポン使用の旨を必ずお店の人に伝えて､
本券を提示してください。　●予約をする場合クーポン使用の旨を伝えましょう。予約の日時は必ず守ってください。
変更やキャンセルはお店への早めの連絡を忘れずに！

詳しくは
こちらを
チェック

生花で作る

生花からドライになる様を楽しめる
スワッグ作りを行います。

スワッグワークショップ

7,000円 ①10：30～ ②12：00～

料金（税込価格） 日時

各日時  先着4名様

11/4　・18木 木

●TEL.090-6995-0140 ●千歳市幸福2丁目3-14
●11：00-18：00
●月曜定休（その他不定休 ※Instagramなどで発信します）

YUTO YAMANE
Owner Florist

千歳市幸福のお花屋さん

皆様のおかげで
オープンして2ヶ月が経過します

日頃の感謝の気持ちを込めて…

お会計から5%OFF
「 ワイズフラワーズ 」

※1枚につきお1人様1回限り　※他券併用不可

2021年11月30日まで有効

Open Anniversary Thanks Coupon

●TEL.0120-23-1414 ●9：00-19：00（土・日・祝10：00-17：00）
●FAX.0123-26-3830 ●  ）トォフ田鎌：旧（F1 Ⅲョニーソオミ 4-7目丁4町幸市歳千
●不定休（要確認） ※10/31休み・11/28 AM休み

★デジカメプリントは仕上がり時間を選べます！
★あなたのお宅にも眠っていませんか？
　大切なお写真。写真の修復・修正承ります。

デジタルプリント
 L判1枚

（3日後仕上げ）

※全て税込

KプラスKプラス写真のお店写真のお店 21円
43円43円 50円50円 57円57円
基本料：写真1面タイプ 1,750円、写真2面タイプ 2,300円
写真3面タイプ 2,950円、写真4面タイプ 3,300円

1枚 1枚
1枚

年賀状のご準備は
お済みでしょうか？
年賀状のご準備は
お済みでしょうか？
年賀状のご準備は
お済みでしょうか？
年賀状のご準備は
お済みでしょうか？

～12/12まで 12/13～24まで 12/25～早期割引実施中
今なら更にお得です!
早期割引実施中

今なら更にお得です!

（税込）

「 Kプラス 」

※1枚1名様まで可　※他券併用不可
1枚20円）込税

（

デジタルプリント（L判のみ）
3日後仕上げ 料金前払い

2021年11月30日まで有効

年賀状基本料

10%OFF

●TEL.080-1026-4768 ●千歳市住吉3丁目4-17 グランディールテナントC 
●受付 平日 9：00-19：00、土日祝  9：00-14：00 ●駐車場あり 
●https://b-c-s-iite.jimdo.com/ ●不定休（HPにて確認）

●
ホーマック
住吉店

➡

サーモン橋
●

ホクレンショップ

★30号通

肩こり、腰痛などでお悩みの方に！ ボディケアラボ

い い てい い て
※空調費別途280円（税込）がかかります。
酸素カプセル「SIGMA OVAL」

※他コースもご用意しております。 ※体調
によりご利用いただけない場合がござい
ます。※全て税込価格となります。

骨盤調整 もみほぐし
3,300円 40分3,300円

で、リフレッシュ!良い手良い手
◆ご新規様限定

新型コロナワクチンを2回接種した方、
月1回（土日祝除）新規様限定価格で提供！

もみほぐし 60分 4,400円 
➡ （税込）3,300円

『新型コロナウイルス感染症予防対策実施しております』※接種完了を確認できる
　ものをご掲示ください。㊕ 「 ボディケアラボ いいて 」

※整体ボディケアコースのカウンセリング無料　※予約優先 
※他券併用不可　※何度でも使用可　※価格は全て税込です

■もみほぐし　〈ご新規様〉

〈2回目以降の方〉
〈リピーター様OK〉60分コース 3,300円

40・60分コース 550円OFF 40分1,650円 → 1,100円

■酸素カプセル
60分2,200円 → 1,650円

2021年11月30日まで有効

●TEL.0123-42-1100 ●千歳市春日町1丁目2-14 
●10：00 -17：30 ●水・金・土のみ営業
●http://anne.co.jp/cos-anne-toppage.html

フローラドリップ スペシャルキット
）品現（lm061 〉液粧化〈プッリドラーロフ ンオビルア

アルビオン ハーバルオイル トリニティフュージョン〈化粧用油〉 12ml
】品外部薬医【 g0.5 〉ムーリク善改ワシ用薬〈トフリアペリ ルクンリ ンオビルア

姉妹店 イオンモール苫小牧1F 
cosmetics Anne もご利用ください

※表記価格は
　全て税込です。

HPは
こちら▶

本気でキレイになりたい、
今のキレイをキープしたい。
その願いを叶える店です。
幾つになってもキレイは目指せます。
一度お試しになりませんか？
お電話お待ちしています。

息をのむ美しさへ 濃密トリートメント
『フローラドリップ』の限定キット

14,300円
限定販売
予約受付中

11/18

「 コスメティック アン 」

※他券との併用可

アルビオン
フローラドリップ（化粧液）
サンプル引換券

2021年11月30日まで有効

●TEL.0123-35-4577 ●恵庭市黄金南6丁目9-1 グランドミラージュV 1F
●10：00-18：00（最終受付） ●日曜日定休 ●駐車場5台あり 
●https://www.eyebranding.jp/ ●カードOK

大人気の毛穴角質洗浄！ 
専用マシーン・スキンスクライバーの
振動で夏に蓄積された毛穴の古い皮
脂・角質・メイクの残りカスを一掃!!

毛穴洗浄後は
保湿が大切！

電気による眼輪筋ほぐし付
ちゃんと特別価格ちゃんと特別価格

ビューティーマスク導入ビューティーマスク導入

¥3,300¥3,300
¥2,200¥2,200

税込

税込

eyeBRANDing アイブランディング ちゃんと特別メニューにつきご予約は
お電話にてお願いいたします。14thおかげ様で 完全

予約制

夏から秋への肌リセットは「毛穴ケア」から

施術時間 45分

美容成分たっぷりのトリートメントパックで
しっとりと弾力のあるお肌に

（オプション）（オプション）

「 アイブランディング 」

※他券併用不可　※期間内何度でもご利用可　※税込価格

毛穴角質洗浄
〈 施術時間45分 〉

電気による
眼輪筋ほぐし付

ちゃんと特別価格 ¥3,300

2021年11月30日まで有効

●TEL.090-1646-4970（担当/酒井） ●日曜・祝日定休  
●恵庭：月・火・木・金曜／千歳：月～土曜（10会場で活動中！）
●yu-shikai.com（時間場所などの詳細はHPにて）

酒井道場 ブログ 検索

恵庭住吉会館

ご質問等ございましたらお気軽にお電話ください！

マスク！ 消毒！ 換気！ 感染予防
対策をしながら行っています！

明るい声で挨拶「押忍！」 元気に正拳「セイ！」
空手をとおして身につけよう!! 
元気な体とやさしい心 
体力作り！ 精神鍛錬！ 武術習得！

入会
随時受付中

楽しく空手をはじめてみよう！ 

見学体験いつでもOK！
直接会場までどうぞ!

稽古の写真がたくさん(*^_^*)
コープさっぽろ
パセオ住吉会場
コープさっぽろ
パセオ住吉会場
スタート!!

「 空手 優至会 酒井道場 」

※1枚につきお1人様1回限り　※他券併用不可

サポーター進呈
【新規ご入会の方】

空手 優至会  酒井道場

2021年11月30日まで有効

●TEL.0123-25-3130 ●千歳市柏台南1丁目2-1（レラ735区画） 
●10：00-19：00（エステ最終受付 18：00）
●年中無休 ●Instagram ID ＠pola_rera

シワ改善エステキャンペーンPOLA レラショップ 電話予約制

リンクルショットエステ
シワ改善スキンケア
8,000円相当の

「5点セット」 プレゼント！
120分コース
うるおい
ハリ

リフトアップ

＋
大好評！

リンクルショットエステ120分コース
通常11,000円（税込）▶6,050円（税込）

「 POLA　レラショップ」

※1枚につきお1人様1回限り ※他券併用不可

2021年11月30日まで有効

ご新規様限定

●TEL.0123-25-6969 ●千歳市勇舞8丁目1-1 ちとせモール内1F 
●10：00-20：00 ●年中無休
●https://a-nine.jp 

Nail Salon

ハンド
1カラー1カラー

3,628円3,628円通常価格通常価格 通常価格通常価格
カラーグラデーションカラーグラデーション

3,298円3,298円
フット

1カラー1カラー
4,728円4,728円通常価格通常価格 通常価格通常価格

ラメグラデーションラメグラデーション
3,298円3,298円

ご新規様限定
1カラー･カラーグラデーション･
ラメグラデーションが

クーポンご利用で
※他店様のオフは1,100円
　かかります。 0円0円

ネイルサロン
エーナイン
ちとせモール店

LINEは
コチラ!

1日5名様
限定

※要予約制

【ご新規様限定】

上記メニュー全て0円
「 ネイルサロン エーナイン 」

※1日5名様限定　※要予約制　※他店オフは1,100円かかります
※1枚につきお1人様1回限り　※他券併用不可

2021年11月30日まで有効

※税込価格 ※10本の料金となります ※施術時間約30分

【ラ・ボンヌ・クープ】●TEL.0123-22-4710 ●千歳市栄町6丁目51 イオン千歳店2F
●9：00-18：00（最終受付/18：00） ●年中無休　【サロン・ド・コムサ】
●TEL.0123-33-0295 ●恵庭市本町117 ●9：00-18：00 ●水曜日定休

ラ・ボンヌ・クープ
サロン・ド・コムサ

千歳店

恵庭店

予約
優先

イオン千歳店2Fのサロン
です。上記以外のメニュー
はお問合せください♪

」サムコ・ド・ンロサ「」プーク・ヌンボ・ラ「

※1枚1グループ可　※他券併用不可

2021年11月30日まで有効

ファミリーマート

セブンイレブン

ひものや

NTT

ビッグハウス コ
ン
チ
パ

り
通
所
役
市

旧36号線

漁町商店街

ド・
ン
ロ
サ

サ
ム
コ

………… 7,150円～
………16,500円～

13,200円　
 

………………… 18,700円　
※全てショート料金です　※価格は全て税込です

パーマ
縮毛矯正
デジタルパーマ
縮毛デジタルパーマ

……… 3,300円　
… 5,500円～
… 5,500円～

 
……………… 6,050円～

カット
ヘアカラー
ヘナカラー
ヘアーマニキュア

平常価格より

カット 20%OFF
(部分カットを除く)

あなたのお店も
掲載してみませんか？

お問い合わせ

TEL 0123-27-0911

お気軽に

お電話ください

　千歳市介護予防センターが
主催する講習会「高齢ドライ
バーサポート事業」が、毎月第
2火曜日の13時30分から15
時まで、千歳市社会福祉協議会
事務所2階（東雲町1）で行わ
れています。北区地域包括セン
ターと千歳病院、北海道千歳リ

ハビリテーション大学が協力。65歳以上の高齢ドライバーやその家族を対象に、
安全運転に役立つ講話やトレーニングを紹介するほか、希望者には後日、千歳自
動車学校（真々地2）で教習車を用いた安全運転講習を行います（繁忙期は不可）。
　10月12日の講習会には、11人が参加。北海道千歳リハビリテーション大学の
作業療法学専攻長・佐々木努教授が講習を行いました。
　当日は、正しい運転姿勢のおさらいから講習をスタート。続いて、運転に必要
な注意力を認知能力テストで確認した後、頭と体を鍛えるトレーニングに挑戦
（写真）。最後に、参加者全員で「運転の衰えを感じる時」とその対処法について議
論し、加齢による衰えを補う安全運転の方法を学習しました。
　佐々木教授は、昨年取得した交通心理士の資格を生かして講義。「市内の産官学
が連携して企画した、予防医療の取り組みです。受講して運転に自信を持つこと
で外出機会を増やし、健康を保って欲しい」と講習会の狙いを話していました。
　次回の講習会は、11月9日（火）に開催予定。問合せや申込みは、千歳市介護予

。でま2100-32 ☎ータンセ防

　千歳市内の小学生を対象とした
「こどもの食育教室」が10月2日、
北ガス文化ホール2階調理教室で開

催されました。千歳市食生活改善協議会が主催し、
ボリューム満点のオリジナルレシピを提供。参加し
た11人の児童は、ボランティアの食生活改善推進員
（ヘルスメイト）による指導のもと、ガリバタさけポ
テトや肉巻きチーズおにぎりなど全４品のランチメ
ニューを調理しました。

長が栄養について講話。注意事項を説明した後、調
理実習を行いました。
　４グループに分かれた児童は、協力して調理を開

始。先生役のヘルスメイトから「包丁を手前に引くようにすると、サケをきれ
いに切れるよ」などレクチャーを受
けて、積極的に取り組みました。ガス
火を使った加熱調理も危なげなくク
リア。「早く食べたい」と談笑しなが
ら、食欲をそそるランチメニューを
完成させました。
　この日作ったランチメニューは、
弁当箱に盛り付けてテイクアウト。
各自で選んだ弁当箱に自信作を盛り
付け、笑顔で自宅に持ち帰りました。

安全運転で健康を維持しよう
高齢ドライバーサポート実施中 ボリューム満点のランチを調理

こどもの食育教室




