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※ブラウン筐タイプのモニターは対応しておりません。 ※状態により

子供からお年書りまで、
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峯状態lcJ:って1項い取り出来ない場合がございます。 峯買い取り時には身分訂明書が必蔓ですので忘れずにお持ち下さい． 馬B'はこちら

「ソフトに軽～くほくす」か「強めにしつ
かりほくす」かお客様に合わせます。

整体院元気工房
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病院 ●セイコーマート

釧路市武佐1丁目41-16
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欅町公■
切町スピー ドスケート蝙

釧路で子育てに携わるすべての人へ。
釧路で活躍するスペシャリストの
インタビューなどを掲載していきます。

「リノベーション」
という選択。

昧釧路新聞社
〒085-8650釧路市黒金町7-3
TEL:0154-22-1111 F AX:0154-22-0050 霞h "9 家砂土地みつかる 釧路市愛国東4丁目 1 番 1 号

;l HOUSING CAFE TEL.0154·38·1440 
LOGOS ハウシングカフェー刈9i-9,- （営業時閥I10:00-18:00 ほ＇休日］水曜日・木曜日（祝日の場合は営業）

鰈式会社ロゴユ拿ーム らしホ ームペー ジh1tp://housingcale.jp 
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釧路新聞電子版限定連載

毎月第2·4金曜日更新！！

亀ヤ;

|

叩4虹暉
https:/ /kushironews.jp/ 
※電子版のお車込は上記URLでのみ鯖応しております。

新築
選べる間取り
「 200プラン」

賢く、コスパ良く、こだわりのある家。
建坪21 坪本体価格1,290万円から
考える家づくり。

その場で概算資金計画の
ご相談や、光熱費シミュレーション

ができます

住宅リフォ ーム＆リノベーション
、LOGOSFACTORY

ロゴスファクトリ＿ ＿，III‘•一蒻云91□:n疇一b

釧路市愛国東4丁目 1 番 1 号
TEL.0154·39·4128 
［営業時間l 10:00~17:00 ［定休日］水曜日

らL ホ ームペー ジhttp://logosfactry.jp/
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犬を愛する
人に贈る感涙作。

少年と犬

馳

品
周

少
年
と

犬

著：星星周
文蒻春秋
◆本体¥1,600＋税

家族のために犯罪に手を染めた男。拾った犬は男の守り神になった 男と犬。仲間割れを
起こした窃盗団の男は、守り神の犬を連れて故国を目指す—泥棒と犬。壊れかけた夫婦
は、その犬をそれぞれ別の名前で呼んでいた一夫婦と犬。体を売って男に頁＜女。どん底
の人生で女に温もりを与えたのは犬だった一娼婦と犬。老猟師の死期を知っていたかの
ょうに、その犬はやってきた 老人と犬。展災のショックで心を閉ざした少年はその犬を
見て微笑んだ―。少年と犬。

コーチャンフォ一書籍ランキング（ フィクション）

①少年と犬／馳星周
®一人称単数／村上春樹
＠呻の涙屑蒻即目
④四畏半タイムマシンブルース／森見登美彦
⑤きたきた捕物帖／宮部みゆき

⑧家族じまし＼／桜木紫乃
⑦流浪の月／凪良ゆう
⑧いちねんかん／畠中京
⑨カケラ侑邑かなえ
⑩/)II越宗一

(8月 17日調べ）
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マスコミは
人の不幸を
娯楽にする
怪物なのか。

セイレーンの

懺海

著：中山七里
小学館
◆本体¥800＋税

葛飾区で女子高生誘拐事件が発生し、不祥事により番組存続の危機にさらされた帝都テレビ「ア
フタヌーンJAPAN」の里谷太ーと朝倉多香美は、起死回生のスクープを狙って奔走する。しか
し、多香美が廃工場で目撃したのは暴行を受け、無惨にも顔を焼かれた被害者・東良綾香の追体
だった。綾香がいじめられていだという証言から浮かび上がる少年少女のグループ。主犯格と
思われる少女は、6年前の小学生 連続レイプ事件の犠牲者だった… •,．oマスコミは被害者の哀し
みを娯楽にし、不幸を拡大再生産する怪物なのか。多香美が辿り恙く、警察が公表できなし＼法律
が裁けない真実とは一。「報道」のタブーに切り込む、怒涵のノンストップミステリ。

コーチャンフォ一書籟ランキング（文應）

①棲月閑蔽捜査7／今野敏
②ビブリア古言堂の事件手帖Il

～扉子と空白の時～1＝ H正
③ホワイトラビット／伊版辛人郎
④京都寺町三条のホ ームズ 15

～劇中劇の悲劇～／望月麻衣

(8月 17日調べ）
⑤セイレーンの懺悔／中山七里
®青くて痛くて脆し9／住野よる
⑦始動勧定侍柳生真剣勝負（二）／上田秀人
⑧糸／林民夫
®浅田家！／中野量太
⑩空白の家族警視庁犯罪被害者支接課7／堂塩瞬一
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女性が歌う
Best Cover Mix 

◆本体¥1,800＋税

最新J-POPや過去の名曲まで聴き
やすくて飽きすに何度も聞ける女
性カ バ ー でお届け！おすすめは
2020年バズリまくり個人で活動し
ながらもチャー ト1位を獲得した瑛
人の香水もカバーで収録。

THE MOVIE 
TRACE the 
HISTORY 

MAN WITH A MISSION 
◆本体¥5,093十税

頭はオオカミ体は人間という生命体
5匹からなるロックバンドの初ドキュ
メンタリー 。初めて密着取材を許され
た米国人ジャーナリストがメンバーへ
のインタピュー 、レコ ーディングやラ
イブに潜入していく。

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

アルバムCDランキング (8月 17日調べ）

①STRAY SHEEP／米津玄師
②Traveler /Official髭男dism

③キミが好きだと叫びたい
~Love & Yell~ mixed by DJ和

④CEREMONY /King Gnu
⑤V/MY FIRST STORY

⑥令和の歌主題歌ヒッツ
⑦盗作／ヨルシカ

⑧YANKEE／米津玄師
⑨FOR LiVE-BiSH BEST /Bi SH

⑩LET「ERS/BiSH

DVDランキング (8月 17日調べ）

①欅共和国2019／欅坂46
②PARADE -LIVE TOUR 2019-2020-/Hey!Say!JUMP

③滝沢歌舞伎ZERO

④映画すみつコぐらしとびだす絵本とひみつのコ

⑤アナと雪の女王2

⑥ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH HOTELGLAY
THE SUITE ROOM in YOKOHAMA ARENA/GLAY 

⑦HiGH&LOW THE WORST

⑧となりのトトロ

⑨RISING LOH PERFECT YEAR 2020
COUNTDOWN LIVE 2019→2020 

⑩鬼滅の刃 l l 

I やすらぎを感じる住まいづくり Feel at relax ITOKENGYOCO.，LTD. I 

データコミコ

1980肖肩
［日 5分以内の国内通話※2)0⑮データ容量1GB

眉→i口
のりかえ (MNP／配碍行）機種変更で

．匡印13'黒田置瓦，．

※1)翌月から。基本プラン（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•I」逢彊罰」適用時。機種代金は含まず。おうち割光セットなど、＿部割引サー ビスは併用不可。
14ヵ月目以降1,980円／月。202W9月15日までに5函並；機種をご利用の場合、5―基本料はか
かりません淡:2)ナビダイヤル (0570から始まる番号）なと対象外となる電話番号があります。

2020年7月31日（金）よりし'ZE£!i9「!：�l
ソフトバンク／ワイモバイルのスマホをお祷ちの方

詈→3,300言
※3)SoftBank光集合住宅の場合2ヵ月目から 12ヵ月間。SoftBank Airの場合、2ヵ月目から
11 ヵ月間。※「おうち割光セット／ おうち割光セット(A)」にお申し込みの場合。ソフトバンクは
「データプランメリハリ」 「データブランミニフィット」、ワイモバイルは 「スマホペーシックプラン」の
場合。※4) 【SoftBank光】SoftBank光基本料金3,800円（集合住宅プラン）におうち割光セッ
トの場合加入必須のオプション（光BBユニットレンタル、Wi-Fiマルチパックおよびホワイト光毎話
／光電話 (N)+BBフォン／ BBフォンのいずれか）500円～を足した金額。戸建住宅は4,700円。
【SoftBank Air】SoftBank Air基本料金4,880円からSoftBank Airスタ ー ト割(-580円）を適用
した金額となります。初月は日割り、13ヵ月目は3,880円、14ヵ月目以降は4,880円。レンタルは対
象外となります。U-25限定SoftBank Air 割引と併用はできません。
【共通注意事項】契約期間は2年間。解約の申し出がない場合は、さらに2年間を契約期間として
更新します。契約期間満了の月以外で解約した場合、9,500円の解除料が必要です。

ワイモバイルPHSからの詈
号移行・当社指定3G機種か
つ対象3G プランからの機蘊
変更も含む
※MVNO回線からの果り換
えは対象外

スマホデピュープラコロ入
（機糧変更鵬はデータ定額のプラン不問）

一 一 I
括ヽ』円

i 。高断熱高気密のSW2X6工法
ii。いま注目のバリアフリー

iii。将来を考えた平屋住宅

スーパーウォールエ法は、 「快適」「健康」 「省エネ」「安心」を
最高水準にまで高めるために 「暮らし性能」を追求しています。

8/29約0
AM10:oo-PM5:oo 

なお平日も公開しております。
御遠慮なくご連絡ください。

所在地／釧路市武佐3丁目21番8号

巫
巫
‘,
＇

市
小

路
畔

●
釧
湖

SW＿＿ 
SUPER ヽVALL
一ロー

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
完全予約制とさせて頂きます。

予約連絡先 080-3721-0578 （弼寸専用携帯）

受付時間 平日AM10:oo~PMs:oo

完全予約制
こ来店の際にこ協力をお願いいたします。 画罪伊圃蘊難

〒084-0913 釧路市星が浦南1-5-12

置l

住宅事票部

璽記事猜所北海滋知事登録（釧）第455号遭― 蟻計可番号（般•28)第2216号住宅性能保証制育苔領拳ぷこ晶甚号10032566宅地饂物取引業北海道知事鎖路I3)第496号

四0154-52-0368 匹0154-53-2728 C:皿 info@itoken946.c:o.jp
http://www.itoken946.com @;伊藤建業）C■1,i,t-，t，倣ふ塁溢儡溢はヤ“‘牛•,.

地域の情報満載！ STVテレビ ー届H可ぁさ96沼25ょり「テレピシ ーズ」放送中！

毎月第2土曜日は『伊藤纏●マイホーム探偵団』放送中！ゼひ、コ覧くださじ！



広告掲載についての
お問い合わせは
釧路新聞社広告部



幼稚園
入園案内特集
幼稚園
入園案内特集

幼稚園選びの強い味方！幼稚園選びの強い味方！

９月1日㈫発行
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