


耳つぼジュエリー Azur／2021年10月末日まで

えびす
クーポン

お会計より10%OFF

住 白樺町3丁目20-4 問 090-9757-6808
営 9:00～16:00 休 土曜日・日曜日・祝日

耳つぼジュエリー Azur
肩こり・腰痛・頭痛・リフトアップ
などなど…。
身体の不調や気になる所の耳つぼ
を押しシールを貼ることによって
サポートします。

imo imo／2021年10月末日まで

えびす
クーポン

焼き芋1本サービス1,000円以上
お買い上げの方に

住 黄金中央4丁目10-2

10月から始まる食べくらべセット。
数種類の焼き芋が食べくらべできる！
10月から始まる食べくらべセット。
数種類の焼き芋が食べくらべできる！

営 10:00～19:00
休 月曜日

imo imo

あつあつの焼き芋あつあつの焼き芋

福みみ情報を見た！
と伝えてくれた方のみ

住 黄金中央2丁目5-8 ViVi105号室

毎年英検合格者多数！！
小中学生、高校生、大人も対応
しています。プロの翻訳者か
ら英語を学べます。

営 9:00～20:00 休 月曜日・日曜日・祝日

KAERU English School

KAERU English School／2021年10月末日まで

えびす
クーポン

入会金（3,000円）無料
問 090-2055-7558 chibaya326@gmail.com

Yippde韓国フェイシャルエステ／2021年11月末日まで
えびす
クーポン

●初回の方フェイシャルメニュー全35%OFF
●シートパックプレゼント

住 恵み野西2丁目8-3 ステーシア駅前ビル1F
問 090-6698-7004営 10:00～18:00 休 不定休

Yippde（イップデ）韓国フェイシャルエステ

☆フェイシャルメニュー☆
・水玉リフティング
・アクアピーリング
・本格フェイシャルエステ
・フェイシャル＋水玉リフティング
・フェイシャル+アクアピーリング
☆パックコース☆
・金箔パック
・炭酸パック

　　
60分 ¥12,000
60分 ¥ 6,600
45分 ¥ 3,300
90分 ¥14,000
90分 ¥ 8,500
　
60分 ¥ 8,500
60分 ¥ 5,500

8月 NewOpen 完全予約制

道内希少! 韓国直輸入の最新機器導入!!

メンズフェイシャルもやっております ※値段が異なりますのでご希望の方はお問い合わせください。

……………………

……………………

…………

……………………………

……………………………

★ヨモギ・ハーブ蒸しやってます★ 35分 ¥ 2,200

メキシコ雑貨 こらそん／2021年11月末日まで

えびす
クーポン

5%OFF（除外品あり）

住 島松寿町1丁目10-8 問 050-3390-2928
営 13:00～17:00 休 木曜日・日曜日・祝日（土曜日不定休）

メキシコ雑貨 こらそん
メキシコの民芸品に宿る

陽気で楽しい彩りのアイテムをラインアップ！

住 恵み野南4丁目5-1
問 36-2119・090-4870-8497
営 9:00～18:00 休 土曜日・日曜日・祝日

株式会社 テイクサン・トレーディングテイクサントラベル

各種割引キャンペーン旅行を取扱っています。
宿泊・航空券の手配からオリジナル旅行などご相談承ります。

各種割引キャンペーン旅行を取扱っています。
宿泊・航空券の手配からオリジナル旅行などご相談承ります。

テイクサン・トレーディング／2021年12月末日まで

えびす
クーポン

500円特別料金通常取扱手数料
お一人様1,000円→

てっちゃん整体院／2021年10月末日まで
えびす
クーポン

3,000円60分整体3,500円→新規お客様に限り

住 有明町1-8-14 問 090-4156-2468
営 10:00～21:00
HP http://tecchanseitai.com/

休 不定休

てっちゃん整体院
女性整体師 ポキポキしない施術です。

整体とフットマッサージは指先による手技で
自然治癒力を高めます。

整体師の
溝田哲子
です♪

★
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●セブン
　イレブン

至千歳↓

至札幌↑
●ラーメン店

丸亀製麺恵庭店
●

コース料金（完全予約制）
■整体（テアテ）
■フット（足心道）
■角質
■足の岩盤浴（足の助）
■ハンド
■ヘッド

3,500円
2,800円
1,500円
500円
1,500円
1,500円

…………60分
………40分

……………………20分
…20分

…………………20分
…………………20分

トモヱベーグル（株式会社 三巴）

住

問

営

休
恵み野西2丁目2-12
21-9129

11:00～17:00
月曜日

トモヱベーグル/2021年12月末日まで

ベーグル3個以上のお買い上げで

こだわりプレーンベーグル1個プレゼント えびす
クーポン

道産小麦100%、ホシノ
天然酵母とベーグル伝
統製法で卵・乳製品不
使用の美味しいベーグ
ルを手作り販売してい
ます。

住 島松仲町2丁目11-14（JR島松駅から徒歩6分）問 36-8509
営 9:00～19:00（土曜日9:00～17:00）休 日曜日・子供の日・勤労感謝の日

細川電機株式会社

あなたの電気のあなたの電気の

がモットーです！がモットーです！

安心 便利 お得 笑顔
づくり

家電修理販売・リフォーム・水廻りまで すべて承ります。

細川電機／2021年10月末日まで
えびす
クーポン

LED球（LDA7L-H-T3）1個プレゼント
1万円以上お買い上げのお客様

心繋 にくや／2021年10月末日まで
えびす
クーポン

お会計より5%OFF3,000円以上
お買い上げの方

住 泉町110番地 問 33-6329
営 10:00～18:00 休 火曜日

心繋 にくや
伊勢精肉店の後を継ぎ、令和3年5月19日にオープン致しました
心繋（こころをつなぐ）にくやです。地域の方々と心を繋ぎ、お客
様に本当においしかったと喜んでいただけるお肉を今後も提供し
ていきますので、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

中村和子バレエスタジオ／2021年11月末日まで

えびす
クーポン

ご入会時バレエシューズプレゼント

住 京町70 友保ビル2F トータルダンシングスポーツクラブ内
問 090-3018-1793
営 火・金 16:30～21:30・水18:30～20:30・土10:00～12:00
コンクールレッスン他（日）10:00～13:00

休 月曜日・木曜日

中村和子バレエスタジオ

指導は（公社）日本バレエ協会正会員の経験豊かな教師と
コンクール上位入賞者の現役ダンサーの教師です。
鏡張り、リノリウム敷、広さのある良環境のスタジオで

基礎を大切に夢に向かっている生徒さんと保護者様と三位一体で進み
成長を見守ります。（バレエ進路相談可）

Instagram

住 有明町 問 090-8809-9727
営 10:00～16:00休 不定休

office healing

office healing／2021年10月末日まで

えびす
クーポン学割20%OFF（短大・大学）

マヤ暦認定アドバイザー取得教室 生徒募集中

ご希望のメニューで皆様の気づきの
お手伝いをさせて頂きます。

マヤ暦で婚活

MENU
＊チャネリングセッション（霊視）
　タロットカード・オラクルカード含む
　あなたにとって今必要なメッセージ
　をお伝えします。
＊マヤ暦セッション
　生まれた日のエネルギーであなたの
　本質がわかります。お子さんのエネ
　ルギーに沿った子育てのアドバイス
　をさせて頂きます。…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生まれた日のエネルギーで
あなたの本質がわかります。
彼・パートナーとの相性
幸せへのお手伝いをさせて
いただきます。
※個人情報保護士資格取得



BAR EIGHT／2021年12月12日まで
えびす
クーポン

飲み放題30分延長

住 栄恵町50番地 MYビル2F
問 31-4482営 21:00～4:30 休 日曜日

BAR EIGHT
一人でもふらっと立ち寄れるBARをコンセプトに作りました。
恵庭千歳で1番の梅酒とジャックダニエルの取り扱い店です。
ジャックダニエルはサーバーから直接なまら超炭酸！お一人様でも気軽
に来れて美味しいお酒を堪能しましょう♪駄菓子も食べ放題ですよ♪
北海道にも数少ないギャラクシー3というマシンを完備しております。

店長候補募集中！
080-6092-2225
↓詳細はお問い合わせください。

dearly joker／2021年11月末日まで

えびす
クーポン

ご来店で床革小物入れプレゼント
（お一人様1個まで・数に限りがございます）

住 島松本町1丁目8-8 問 25-5292
営 11:00～19:00休 水曜日・木曜日

dearly joker
オリジナルアクセサリー
や革製品の製作・販売を
しています。
結婚指輪やその他アク
セサリー・革製品のフル
オーダー製作もお受けし
ているのでお気軽にお
問い合わせください。

Cut Club KEN／2022年1月末日まで

えびす
クーポン

新規のお客様500円引き

住 漁町82 問 32-6363
営 10:00～19:00（要予約）

休 火曜日

Cut Club KEN

カット・顔そり・シャンプー・肩もみ
ストレッチ・フェイスマッサージ
耳そうじをやります。

moon_room_Laini／2021年12月末日まで
えびす
クーポン

●ふわふわおっぱいマッサージ3回体験コース（1回40分）
　￥20,400→￥18,000（2週間おきのご来店）
●舌はがし体験（約40分）
￥3,000＋￥1,000（ヨニケア指導付き）

住 黄金南4丁目（自宅サロンのため ご予約のお客様に住所をお伝えしております）
問 090-7646-6534 営 10:00～18:00 休 不定休

moon_room_Laini

舌は脳みそを支え内臓を引きあげる役
目。妊娠中は子宮を正しい位置にするた
め母子共にストレスフリーに。お口まわり
のたるみは内臓のたるみ（ねじれ）から！

ふわふわおっぱいマッサージは

乳ガン早期発見に繋げる
セルフチェック指導付
自分で触る習慣化

公式LINE

エムシーワールド／2021年12月30日まで
えびす
クーポン

守護神・カビ守護神10%OFF

株式会社 エムシーワールド

住 駒場町1丁目16-9 営 9:00～18:00 休日曜日
問 FAX.050-3383-2795mail : info@mcworld.jp

【販売店】
・つねまる薬局（恵み野西6丁目）・博信堂 東部隊店（北厚生）
・かたぎり歯科（緑町6丁目）・ペットショップWonWon（島松仲町2丁目）
・（株）北央商事（緑町２丁目）・ネイルサロンＭＡＩ（和光町4丁目）
・エムシーワールド（HPショップより購入できます！送料無料！） 

▶除菌/抗ウイルス/消臭剤【守護神】
▶抗菌/防カビ/防臭/防藻剤【カビ守護神】
▶除菌/抗ウイルス/消臭剤【守護神】
▶抗菌/防カビ/防臭/防藻剤【カビ守護神】

632632 種類以上の菌を種類以上の菌を

強力除菌！強力除菌！

シュッと
除菌！

シュッと
除菌！

無臭＋ノンアルコール！
公的機関で認められた高い安全性
無臭＋ノンアルコール！

公的機関で認められた高い安全性

インフルエンザ
ウイルス

インフルエンザ
ウイルス

O-157O-157

ノロウイルスノロウイルス

シェービングルーム Ele-Sha エルシェ

シェービングルームEle-Sha／2021年11月末日まで

えびす
クーポン

販売化粧品10%OFF施術でご来店の
お客様限定

住

問
駒場町1丁目5-24 ジュネス公園通103
090-3397-2387

営

休
9:30～18:00

月曜日 恵庭エルシェ

★
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恵庭公園大通

びっくり●
ドンキー　
恵庭店　

ツルハドラッグ●　

お肌に優しい
エルシェのフローシェービング

エルシェHP

詳しくはこちらを
ご覧ください→

こまば
公園

魚はん● 　恵庭
●郵便局

株式会社 テクノス

株式会社 テクノス／2021年11月末日まで

えびす
クーポン

アンテナ無料点検サービス

住
問
駒場町5丁目1-19

営
休
8:00～17:00

HPも是非ご覧ください。URL http://www.technos.ne.jp

TEL.33-5531/FAX.33-5425 
恵庭公園大通
★

46恵
庭
公
園

●駒場体育館 こまば公園

日曜日・祝日・土曜日隔週

アンテナ・電気工事、困った時はテクノスへ！アンテナ・電気工事、困った時はテクノスへ！

●地デジアンテナ工事
●ＢＳアンテナ工事
●インターホン交換
●ＬＥＤ・照明器具交換
●ＩＨヒーター交換
●レンジフード・浴室
　トイレ換気扇交換

● コンセント増設・交換
● エアコン取付・交換
● 防犯カメラ取付
● センサーライト取付
● 温水洗浄便座交換

0120-550-040

カイロプラクティック整体 ノトアン

二十歳より北海道治療師会で療術を
学んだ後、北海道で先駆けとなった
カイロプラクターである父のもとで
修業。2003年に歴史ある東洋カイ
ロプラクティック協会より正式にカ
イロプラクターとして認定され、の
ちに2009年より恵庭にて開業。

問
営
住吉町1丁目1-1住 休
月・火・木・金曜/10:00～19:30
水曜/9:00～13:00・土曜/9:00～16:00

プロフィール
カイロプラクティックコース

…………
…………

………

……………

●40分　        4,500円
●60分　        6,600円
●初診料         1,100円

●再診料            500円

●延長料金（10分）1,100円

当院ではカイロプラクティックや色々な手技療法
を組み合わせて一人ひとりオーダーメイドでおこ
なう施術にこだわっております。

●カイロプラクティック整体 ノトアン
（リラックスカイロ ノトアンより改名いたしました）
●11月中旬に移転予定
（ピザチェルボ・ジェラートジジの隣になります）

カイロプラクティック整体 ノトアン／2021年10月末日まで
えびす
クーポン

500円引き

移転のお知らせ・事業所名変更

初めてご来院の方に限り

33-1101 日曜日・祝日

（初めての方）

（1年以上経過した方）

ラーメン ノボリザカ／2021年10月15日まで
えびす
クーポン

チャーシュー1枚無料

住 本町16-1 三宝ビル1F 問 070-5285-4977
営 11:30～15:15・17:00～20:15（L.O.30分前）

休 第3水曜日・木曜日

ラーメン ノボリザカ

座席数22席の
広々とした
店内です。

ドッグサロン Wan Point

住 問恵み野西6丁目21-4　   36-2323
営 休9:00～18:00　　不定休（月曜日営業しています！）

ワンちゃんの性格や年齢に合わせた優しいトリミング
を心がけています。定期的なトリミングでかわいさと
健康を維持しましょう☆彡

ドッグサロン Wan Point／2021年11月末日まで　※他の割引との併用不可

ハーブパック300円引き

Instagram

スッキリ☆ふわさら☆ポカポカ
高濃度炭酸泉導入しました☆
スッキリ☆ふわさら☆ポカポカ
高濃度炭酸泉導入しました☆

えびす
クーポン

住 恵み野南3丁目15-10 問 36-6764
営 8:00～17:00 休 日曜日

有限会社 朝日塗装工業

朝日塗装工業／2021年11月末日まで
ホームタンク塗装サービス
屋根及び外壁塗装の方

えびす
クーポン

屋根・外装等の塗り替え
塗装のことならなんでもご相談ください。

新築の輝き再生。新築の輝き再生。
一般住宅
マンション外壁
屋根の塗り替え

一般住宅
マンション外壁
屋根の塗り替え

Do! Kids Lab／2021年11月末日まで
入会金・3,000円OFF！

営 月・火・木・金
小4～中学生 16:15～20:35
高校生以上 9:00～12:30/21:00～22:00（火曜日のみ）

住 中島町1丁目13-8・2F 問 090-6695-6748
休 土・日・原則祝日（第5週がある場合はお休み、月4回の授業です）

合同会社 Do Kids Lab

えびす
クーポン

動画スクールついに恵庭に開校！小4から大人までOK!

撮影、テロップ、BGM、効
果音、カットなど、動画制
作を基本から楽しく学
び、最後はプレゼンテー
ション！肖像権や著作権
なども学びながら、企画
力や自信をつけます。授
業体験でオリジナル動画
を作ってみよう！

月謝・10,780円（月4回）

詳しくはこちら
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