タカシン・ホー ム の お 客 様 イ ン タ ビ ュ ー !

S様邸

やさしくなんでも教えていただき
困ったことはありませんでした！

注 文 住 宅 で の 実 績 やノウ ハ
ウ、お客様のご意見を取り入
れた分譲モデルハウスを多数
ご用意しています。
ＨＰから簡
単に見学予約できますよ！

桶本

担当

２人の子どもが日本で生まれ、日本の学校にずっと通わせ

７月5日(日)
①10:30〜12:25 ②13:30〜15:25
三原リージョンプラザ 文化ホール
0848-64-7555（三原リージョンプラザ）

いところを探していたのですが、この家を私の親戚がネット
で調べて教えてくれ、職場だけでなく小学校や幼稚園も近い
ことが気に入って、購入を決めました。
わからないこともたくさんありましたが、スタッフの皆さん
ので、困ったことや難しかったことは何もありませんでした。
住んでみての感想は、広す
ぎず狭すぎず、私たち家族に
株式会社

タカシンホーム

嵩心

タカシン・ホーム

三原本社

三原市新倉 2-12-1
0848-60-2077

建設業の許可

美
BIYORI
CLINIC

ちょうどいいです。キッチンと
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チケット：発売中（三原リージョンプラザ総合受付）

vol.101
TAKE FREE

以下の対策も実施致します。
換気の徹底、密集を避けた座席配置、消毒の徹底、お客様にもマスク着用のお願い

皆さん、どうかコロナには気
を付けてがんばってください！

日和のサプリ通信

7月号

今回の上映会はコロナウィルス感染防止を考慮して一回あたりの動員人数を100名までに制限
させて頂き、間隔を空けてお座り頂きます。

のもいいですね。タカシンの

広島県知事許可（特-1）第35519号

2020

※一回の上映につき100名に達した時点で満席とさせて頂きます。

子どもの様子がいつもわかる

福山営業所
■ 東広島営業所
■ リフォームショップ三原本店
■

ゆらぎ期を明るく健やかに過ごすための生活習慣
しに行ったり、美味しいものを食べたり、好きなものに没頭したり、気

〜有木さんのゆらぎ期生活〜

美しく健康でいられるように、イマを是非楽しみましょう！

!

こんなきっかけがありました！

「大豆のパワーの源、エクオールとは！？」

元来、大豆イソフラボンが女性の健康に役立つと言われてきまし

数年前から年齢とともに様々なカラダの変化を感じるように

なりました。私が経営しているサロンでは、同年代のお客様が多

たが、実は「エクオール」という成分に変わることが大事なのだ

になった」とよく耳にします。

され作られる成分で、女性の元気と若々しさを保つのに役立つと

オール」という成分があることを知りました。

しかし、その腸内細菌を持つ日本人女性の2人に1人。また、エクオ

!

です。エクオールを作れない人、大豆食品を食べる習慣があまりな

いのですが、お客様からも「最近いろいろと変化を感じるよう

そうです。エクオールは、大豆イソフラボンが腸内細菌により代謝

自分の健康について考え始めていた矢先に、大豆由来の「エク

いわれています。

取材協力：大塚製薬

大塚製薬のエクオール含有食品「エクエル」のご購入は
お近くの医療機関・調剤薬局まで

ールを作れる人でも、体調によってつくられなくなることもあるそう

ゆらぎ期を楽しく過ごすために

い人には、大豆を乳酸菌で発酵させたエクオール含有サプリメント

ライフスタイルも変化する中で女性の身体の仕組みや悩みに

「エクエル」がオススメです！

つ いて積 極 的に相 談したり、自ら勉 強 するようになりました 。
知って理解することで「次へのステップの準備」
として、
「やらな

●エクエル取り扱い店舗はこちらからご確認ください。

きゃならない 」のように自分を追 い 込むのではなく、日常でも

エクエル

できることを前向きに続けることが大切だと感じています。

「食事」
「 運動」
「 休養」
といったことは当たり前ではありますが、

店舗

検索

大塚製薬の『エクエル』

※医療機関・店舗によっては欠品している場合がございますので、
その旨ご了承ください。

規則正しい生活を心がけています。
また、日々の食事の中で意識

・112 粒 (1 日 4 粒目安 28 日分 )
・メーカー希望小売価格 4,320 円 ( 税込 )
※大豆アレルギーのある方はご遠慮ください
※健康食品です

的に納豆や豆乳など大豆製品を食べるように努めたり、エクオ
ールのサプリメント
「エクエル」
も毎日摂るようになりました。

商品に関するお問い合わせ先

宮浦大通りの交差点から少し三原駅方面に戻ったところにオープンした、BLUET Barber Shiop ブルートバーバー

お客様相談室（エクエル専用電話）0120-008018

カラダの変化を正しく理解して、一人で悩まず婦人科へ相談

メガネを新しくして
気持ちをリフレッシュ！

ミカタワークス
花戸和也

晴らしにどこかへ出かけるのも良いかもしれませんね！内面も外見も

美のトータルサロン「PISCES」代表 有木千登勢さんに、
女性の美と健康について聞いてみました！

!

料金：一律 1,200円

リビングが つながって い て、

事業所展開

3 名様
プレゼント

ずっと寅さんを待ち望んでいた人も、
映画館で初めて出会う人も、
みんなが【笑いと涙】に包まれます。

たいと考えて、日本で家を買うことを決めました。職場に近

がやさしく、銀行や役所での手続きなど何でも教えてくれた

日三
和原

映画「男はつらいよ お帰り寅さん」

いかがですか

ショップ。20 年前に三原駅付近で「246hair」を開業、その後 10 年前に皆実町国道沿いに「Paletʼ s」として

脱毛で

のお肌に

全身脱毛の他、脱毛部位としてお顔、ワキ、
VIO( 介護脱毛 )、男性のヒゲ脱毛が好評いた
だいてます。
気になってた箇所をきれいにお肌

くまのならではの「良い品を

のトーンアップ効果も期待！お試しください。

両わき or うなじ
通常料金の 半 額 の

1,500 円

ブライダル脱毛にも最適です。

お手頃価格で」を実施してお
ります。メガネの専門員の

小・中・高校生は割引があります

くまのにお越しください。

デキる男の
スキンケア

低年齢化が高まっている「子ども脱毛」にも

ヒゲ脱毛〜ボディ
5,000 円〜

対応しているキッズモード搭載
※6回以上施術された方

良いメガネが
入荷しています
お気軽に
見に来てね

三原駅

広島銀行

サングラス、新作のフレーム

HOTEL
TODAI

三原 イオン三原
郵便局
紳士服はるやま

続々と入荷しております！

R185

メガネサロンくまの
三原市城町 2-3-6
0848-62-7773
10:00〜19:00
日祝 ~18:00
木曜日

F.U.N実践ジェルネイル講座

受講生募集

あなたも自分らしく活躍してしてみませんか。
10代〜60代まで主婦・子育て、妊娠中のママ・
OLさんが続々と卒業してF.U.Nジェルネイリストに！
脱毛の他、光フェイシャル、ジェルネイル、
セルフまつエク、耳つぼなど、
「 美しさ」に関することをトータルで
サポートいたします。
PISCES代表

バイ

丸亀製麺

有木 千登勢
至広島

すき家

・プライベートレッスン
・ WEBグループレッスン

ユニクロ

R185

PISCES

担当技術者だ。「伝統を守り、技術を磨きながらも、若い学生や子どもさんたちに
もバーバーの素晴らしさを知ってもらいたい。将来の夢が理容師だと言って
もらえるような姿を見せていきたい。」と話すお二人。これからが楽しみだ。

TRADITIONAL HAIR SALON
男を磨く オープニングキャンペーンのお知らせ

ピスケス

三原市宮浦6-30-1
090-3634-6148
9:30〜（要予約・不定休）

[ スペシャルコース ]

[ スタンダードコース ]
・カット＋シャンプー＋
【シェービング】
or＋【頭皮クレンジング】
or＋
【ヘッドスパ】
キャンペーン価格

4,300 円

完全予約制

パス

三原

のあるヴィンテージバーバーショップとなった。オーナーの理容に対する想いを受け継ぐ島田さん・山路さんが

お試ししてみませんか？

〜夏に向けてキレイになりたい〜

リフレッシュセール！

理容美容大型店舗として発展、そしてこの度、2 号店の「お洒落の提案。癒しの提案」をコンセプトに落ち着き

（税込 4,730 円）

⇒

（税込 3,850 円）

予約がスムーズ

読者プレゼント
A 映画『男はつらいよ

応募方法：E メール、ハガキ、封書にて
締切：2020 年 7 月 1 日（水）必着

アドレス及び住所にお送り下さい。件名に「読者プレゼント」と入力してください。

E メールアドレス：biyori@miharabiyori.net

住所：723-0051 三原市宮浦 6-30-1 三原日和 宛

※住所等の個人情報は、プレゼントを発送する目的に限り利用します。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

＋
【5 歳若返りパック】

（税込 5,280 円）

⇒

（税込 4,400 円）

OPEN
9:30~19:00〈火曜日〜土曜日〉

サンパツ

（税込 5,830 円）

サンパツ

⇒

BLUET

月曜日・第 1 火曜日・第 3 日曜日

bluet.barber.shop

BLUET Barber Shop

4,500 円

（税込 4,950 円）

Barber Shop

三原市宮浦 3-31-32
0848-38-2382

CLOSED

9:30~18:30〈日曜日〉

http://www.bluet.info

キャンペーン価格

5,300 円

4,000 円

0848-38-2382

「①希望プレゼント名②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥今月の三原日和のご意見・ご感想」を記入のうえ、下記メール

お帰り寅さん』 3 名

・カット＋シャンプー＋シェービング
＋
【頭皮クレンジング】
＋
【ヘッドスパ】

キャンペーン価格

4,800 円

3,500 円

[ プレミアムコース ]

・カット＋シャンプー＋シェービング
＋
【頭皮クレンジング】
or＋
【ヘッドスパ】
or＋
【5 歳若返りパック】

ポポロ
三原
バイパス

宮
浦
大
通
り

R185

