


子供からお年書りまで、
お害欅に合わせた
需遷のない手技憲法で

ぷ邸〇(30分）2,000咄.....,.., 
かりほくす」かお客樺に合わせます。 ( 50分）3,000円翡

整体院 93R工房でなみ病院
●セイコーマート

セブン
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●営／9:00~20:00（要予約）※出張可（近郊）※時間外は要相談●件：／月曜日
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ルフホワイトニング専門店

ィンクルホワイト釧
路市文苑4-30-5 コーボサンシティ 1-C
080-1884-6896 （予約制）

業時問／10:00-21:oo （予約受付19:00まで）不定休
ttp://kushiro.twinkle-w.com/ 
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スーパーアー クス店内

鳥取大通店
釧路市鳥取大通2丁目2-24

TEL.0154-51-3111 

芦i鴻コ疇�1} I謡澁混四ヨ
メンズ＆レディース

I
i紐•

!I1品49hi匹449iI

ー」1iI閻房沖如湘-
�1組限定の

プライベート貸切会館と
させて頂きます

感染予防の安心対策として
おとなりの葬儀を気にしない
こ家族だけの「完全貸切空閻」
斎場でほかの葬家と鉢合わせがないため

余計な気を追うことなく葬儀を行えます

思い出深き「こ自宅同様」にこ利用をいた

だき、最期のお別れの時をお過こしくだ

さい。
代表取締役飛t田 f正巳

葬儀費用は一例です

＠直葬（こ自宅等での安置） 14.8耶閉
＠直葬（弊社会館でのお預り安置） 19.8召愕炉；』
＠自宅葬(�霜霜農踪ら） 24.8阻肥

＠ご～大嘉i葬儀日……EEヨ30�鰐
［ こ予算についてはこ相談ください ：

こ納得頂ける対応をさせていただきます。

（菩提寺がなくてお困りの方はお気軽にこ相談ください。）

お問い合わせはコチラ 0

＊贔益悶姦寄花と葬儀の丈し呑〇堂:
本社会館／釧路市花園町7番12号 ブランヘのこ質問、資料請求はコチラ回褥四
n0154-22-1581 （代） I 丸和堂 ＇Z員證葛

WL凶CItu恰 今、イチオジの

作品をこ紹介＼＼

BOOK 一
別れの手前にある、

かすかな光を描く

長編小説。 桜木費J!J

一；宣一
ほんのり温かい

ユ ーモアと切なさが

心を打つ、

最旬青春小説。

家族じまい
著：桜木紫乃

集英社

◆本体¥1,600＋税

召ヵ｝V

「ママがね、ぽけちゃったみたいなんだよ」突然かかってきた、妹からの電話。両親の老いに
謳面して戸惑う姉妹と、それぞれの家族。認知症の母と、かつて横暴だった父•…•。

コーチャンフォ一書籍ランキング（フィクション）

①家族じまい／桜木紫乃
②逆ソクラテス／伊坂幸太郎
麟浪の月／凪良ゆう
④村上T僕の愛したTシャツたちI村上春棚
®きたきた捕物帖／宮部みゆき

(6月15日調べ）
⑥/)II越宗一

⑦クスノキの番人／東野圭吾
⑧medium 需媒探偵城塚翡丑／相沢沙呼
⑨あしたの華姫／畠中恵
⑩任侠シネマ／今野敏

処女のまま
死ぬやつ
なんていない
著：葵遼太

新潮社

◆本体¥630＋税
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ねーねーねー。高校3年生の朝は、意外な声に遮られ た。狸寝入りを決め込む僕に話しかけ
てきた同級生臼波瀬巳緒。そして、隣の席の、綺麗な声が耳に残る少女御堂楓。留年し、居
場所がないと思った学校のはすなのに気付けば僕の周りに輸ができていく。胸はまだ、痛
む。あの笑顔を思い出す。でも、彼女の歌声が響く。

コーチャンフォ一書籍ランキング（文庫）
①新酒番船／佐伯泰英
®ひとめぼれ／畠中恵
③大河の一滴／五木寛之
④あやかし草紙三島屋変調百物語

伍之続／宮部みゆき
⑤布石百万石の留守居役（十五）／上田秀人

．．亀●
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(6月15日調ぺ）
®素敵な日本人／東野圭吾
⑦宮廷神宮物語(+-)／榎田ユウリ
®不連続な四つの謎

／海写専、中山七里、乾緑郎、安生正
⑨祈り／伊岡瞬
⑩合理的にあり得ない上水流涼子の解明／柚月裕子

Music 

MORE&MORE 
輸入盤

TWICE 

◆本体¥2,020十税

TWICE 、韓国9枚目のミニアルバ
ム「MORE & MORE」をリリース。
前作以来、約9ヶ月ぶりとなる作品。
収録曲には同名タイトル曲をはじ
め、"OXYGEN""FIREWORK"など
全7トラックを収録。

午前0時、
キスしに来てよ
スタンダー ド
エディション
◆本体¥3,800＋税

原作コミックを、片寄涼太と橋本礫奈
の共演で映画化。映画の撮影でやっ
てきた国民的スターと出会い、恋に
落ちた超真面目女子高生。そんな2
人の秘密の恋の行方を描く。

アルパムCDランキング (6月15日調べ）

①eyes/mi let 
②Traveler/Official髭男dism
③キミが好きだと叫びたい～Love & Yell~ mixed by DJ和

④パピヨンボヘミアン ・ ラプソディー／氷JIIきよし

⑤青青ソラシドリ ーム／スカイピース

⑧Al Factory/T-SQUARE
⑦YOUR STORY/JUJU
⑧平成 HITS avex
⑨湘南乃風 ～四方戦風～／湘南乃風
⑩pink ELEPHANT/米倉利紀

DVDランキング (6月15日調ぺ）

①東野岡村の旅猿 15 プライベー トでこめんなさい…

スペシャルお買得版

②スター ・ウォーズ9スカイウオーカーの夜明け
③ハーレイ ・ クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY
④天気の子

⑤飛烏工事中／乃木坂46
⑧ルパン三世 THE FIRST
⑦アナと雪の女王2

⑧鬼滅の刃10
⑨NO. l TREND RANKING 20 l 9-2020/VDJ DOPE 
⑩one-man tour 20 l 9 ＠日本武道館／Official髭男dism

取材協力／●コ ーチャンフォ ー釧路店 釧路市春採7丁目 1番24号■書籍：tel.O 1 54-46-7777■ミュージック：tel.0154-46-3303
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5心15 歳以下＠お子さまにもスマホを

2020年6月10日（水）よりしZ出土ビ,::＇

眉→i口 通話＋データコミコミ

亨!980戸
旧 5分以内の国内通話※2)0 巨データ容量1GB ]
※ 1)翌月から。墓本プラン（音声）•準定額オプシ ョ ン＋・データプラン1GB（スマホ）・1年おトク
割・小容星割適用時。機種代金は含まず。おうち割光セットなど、一部割引サービスは併用不
可。14ヵ月目以降1,980円／月。SG対応機種をご利用の場合、26ヵ月目以降2980円。※2) ナビ
ダイヤル (0570から始まる番号）など対象外となる零話番号があります。

[1GBプラス】加入条件： 1.「データプラン1GB（スマホ）」または 「データプラン1GB（ケータイ）」にご加
入いただいていること、またはお申し込みいただき適用されること。2. 「1GBプラス」にお申し込みいただ
くこと。 12ヵ月パリューキャンペ一ン】特典内容： 「1GBプラス」の月額使用料を2ヵ月間無料といたし
ます。（以下「本割引」といいます。）1 ．「1GBプラス」へのお申し込み日が属する請求月の翌請求月から本
割引を適用します。2．月額使用料に他の割引が適用される場合、本割引は当該の他の割引適用後の月
額使用料に適用されます。 適用条件： 1 ．

「データブラン1GB（スマホ）」または 「 データプラン 1GB
（ケータイ）」（以下「対象データプラン」と総称します。）と同時に 「1GBプラス」にご加入いただくこと
2． 対象データプランにこ加入中のお客さまが、機種変更と同時に rlGBプラス」にこ加入いただくこと
（対象データプランの加入条件で指定する旧機種からの機種変更の場合に限ります。）

「 1GB プラス」に加入している回線契約が、過去に本キャンペーンの適用を受けたことがある場合（本キャンペーンの適用
条件を満たしたものの、割引適用前に解除条件を満たした場合を含みます。）は、本キャンペーンの適用対象外となります。

103,850円割引

115,200円割引

AQ苔二手t：踪：！悶a『rows U I 19,980円書が弓l

2020年6月10日（水）よりEZFF1F-=1
|「1Oブラス」1塁器醤界悶門閂。

ぉ完砧1いただくことで、データ量上

月額鯉料に翌
0500円→1GB増量

510円割引

270円割引

6,000円言り弓l
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新型コロナウィルスの

感染・流行拡大の防止策

について

※プラン図は図面を基に描いていますので、
実際とは多少異なる場合があります。 匿口北海道釧路市昭和中央 3TH

． 

□表示価格は特に記載のある場合を除きすぺて税抜ですご］

ソフトバンク畠II路桂木
LINE＠豊鐵1 TEL.0154-65-7885 

釧路郡釧路町桂木4丁目23

ワイモバイル釧路蛙木
TEL.0154-65- 7885 

各店共通《営業時間》11:00-20:00

ソフトバンク畠II路文苑
UNE＠豊縁, TEL.0154-38-8181 

鎖路市文苑2丁目48番6号
フレスポ釧路文苑内

ワイモバイル釧踏文蒐
TB..0154-38-8181 

《定休日》毎月第2水曜定休 eo
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※プレゼントは1家族1枚とさせて頂きます。

弊社モデルハウスにおきましては、新型コロナウィルス ①スタッフは手洗い消毒の上、白手袋・マスクを着用
の感染・拡大の防止策として右記のとおり運営・対応 ②お客様用の白手袋を用意・アルコ ール消毒液を設置
策を取らせて］員きます。お客様の安心、安全の為に何 ®該当建物のドアノブ等にウィルス除去・除薗スプレ ーを使用
卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ④建物内の定期換気と同時に除薗作業を徹底

北海道セキスイハイム（株）帯広支店釧路営業所
釧路市新橋大通2T 目2-13 く水・木定休〉 www.hokkaido-heim.com

TEL 015ムー6ムー1218 FAX 0154-64-1217 
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※北海道セキスイハイム戯は、お客様情報の適切な取り扱いに努めています。上記のURLをご参照くださるか、お電話にて窓口まで、お問い合わせください。
［お客様センター］ 0120-201-816 ご記入いただいたお客様情報は、北海道セキスイハイム昧から住まいづくりや暮らしに役立つ情報をお届けすることに
使用し、それ以外の目的で使用することはございませんo ■宅建業免許／北海道知事石狩 (12) 第2509号■建設業許可／北海道知事許可（特—1) 石第02050号
広告有効期限／2020年 6月末 ■（公社）北海道宅地建物取引業協会会員■（一社）北海道不動産公正取引協議会加盟
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