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〒963-8022 福島県郡山市西ノ内2-12-5
□営業時間／10：00～19：00　□駐車場／有（店舗前、アサヒ建設となり）

TEL.024-995-3521大黒屋 郡山西ノ内店質質
チ
ケ
ッ
ト

全国で200店舗以上展開!!  TV・雑誌で有名なチケット大黒屋

金・プラチナ・時計・
ブランドバッグ・ジュエリー
金・プラチナ・時計・
ブランドバッグ・ジュエリー
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全国相場で
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ブライトリング
スーパーアベンジャー オートマ
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スーパーアベンジャー オートマ
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ロレックス
デイトナ［116520］黒
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ブルガリ
B-zero1ネックレス　K18PG
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228,000円228,000円
（
税
込
）

（
税
込
）

ランク

A

シャネル
ヴィンテージレザー
チェーンバッグ
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見　本

JCBギフトカード

見　本

全国百貨店共通商品券

見　本

JTB旅行券

見　本

7＆i商品券

見　本

ビール券各種

切手・印紙各種

見 本見 本見 本

見　本見　本

ANA・JAL株主優待券
見　本

新幹線回数券新幹線回数券
高価買取高価買取
新幹線回数券
高価買取
新幹線回数券
高価買取

東京←→郡山　大宮←→郡山
東京←→仙台はやぶさ など

ロレックス
サブマリーナ［116610LN］
参考定価 874,800円

ロレックス
サブマリーナ［116610LN］
参考定価 874,800円

788,000円788,000円
（
税
込
）

（
税
込
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ランク

A

ブランド品をお得に！ブランド品をお得に！

質預りとは、お客様の大切な物をお預りし、
お金をお貸しするシステムです。詳しくは
お問い合わせください。

みなさんお気軽に
ご利用されています！質預かり

http://sp-loco.jp/t100003570/blog/

お得情報満載の
当店ウェブサイトも
ご覧ください。



竿とえさが無料、手ぶらで気軽に行け
る釣りの家。釣った魚はすぐ料理！鮮度
抜群の刺身、ほっくほくの塩焼きと唐揚
げは格別の旨さです。多くの人でにぎわ
う季節到来。休日やゴールデンウィーク
に家族と友達とお出かけください。

桜の花と釣りを満喫
釣って、食べて、楽しんで！

郡山市逢瀬町多田野字赤坂原21
□営業時間／10：00～17：00
□定休日／水・木曜日（祝日は営業）
□駐車場／有

赤坂パラダイス 釣の家
TEL.024-957-2648

市内より車で20分。お子さまからご
年配の方まで広い敷地でゆっくり、
のんびり、お過ごしいただけます。

●
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SAI_1704_56652

ガラス、木材、デニム、石など、さまざまな素材
に好きなデザインを、1個から彫刻いたします。
素材、デザインの持ち込みもOK ! 母の日、
父の日、誕生日、結婚式のお返しなど、贈り
ものに悩んでしまったら…。世界にたったひ
とつ、オリジナルプレゼントをしてみませんか。

感謝の気持ちを伝えたい
「想いを刻む」贈りもの

郡山市愛宕町1-6
□営業時間／10：00～19：00
□定休日／日曜日
□駐車場／有

彫刻工房 ブラスト
TEL.024-934-5621

似顔絵入りも大変喜ばれて人気！

一輪挿し一輪挿し一輪挿し
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お 詫 び
　まいみん彩3月号（3/12折込）に掲載
の「福島・須賀川巻き爪矯正センター」様
の記事において写真の一部に誤りがあ
りました。
　読者の皆様ならびに関係者の皆様に
ご迷惑をおかけしましたことを深くお
詫び申し上げます。大変申し訳ございま
せんでした。

訂正後の記事は下記よりご覧いただけます。
http://f-color.biz/colorful_blog/news/3839/ □営業時間／9：00～19：00

　カラー最終受付17：30　カット最終受付18：30
□定休日／なし　□駐車場／ピボット駐車場割引あり

（はなこ）

TEL.024-925-9357
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郡山駅前 美容室 花心

Hair life Hana＆Co

花心
郡山駅前1-16-8 セブンビル3F

～いくつになっても自分らしく！いくつになっても楽しもう！～

・お洒落すぎる美容室で緊張する。
  40年の歴史あるアットホームな美容室です。

・若い美容師さんや男性の美容師さんだと
  気を使うし、緊張する。
  30代からの経験豊富な女性美容師のみです。

・1回の施術で担当が変わるので何となく不安。
  マンツーマンで担当させていただきますので
  技術にムラがありません。

・行ってみたいけど初めての美容室でカットが不安
  白髪染めだけでもOKです。

ご新規様への
プレゼント
４月末までご来店の方に抽選で
那須高原高級リゾートホテル
一室2名様（2食付き）
お一人様分ご招待券
プレゼント！！

大人の女性に仲間入りする頃に
なると若い時にはなかった悩
みが出てきませんか？白髪・ボ
リューム・カラーやパーマの繰
り返しによるダメージなど髪に
対するお悩みだけでなく…

髪に関する悩みなどよく相談にのって
くれる。ありがとう！！

現在76才です。郡山市外ですが自分で
バス・電車で来れるまでお世話になりた
いと思っています。

スタッフの皆様にいつも良くしていただ
いて感謝しています。月1回の私のリフ
レッシュの場でもあります。

お客様から沢山の
　　　　　の声が届きました。

「彩」読者限定！！！

「彩」読者限定！！！

花心を一歩でた瞬間に
お客様が笑顔で自信に満ち溢れ、

ヘアスタイルを通じて
心に花が咲き乱れますように…

花心を一歩でた瞬間に
お客様が笑顔で自信に満ち溢れ、

ヘアスタイルを通じて
心に花が咲き乱れますように…

そんな髪以外のお悩みを持つ大人の
女性が年齢を重ねることが楽しみに
なるような美容室を提供しています。

ありがとうありがとう

～いくつになっても自分らしく！いくつになっても楽しもう！～

・お洒落すぎる美容室で緊張する。
40年の歴史あるアットホームな美容室です。

ご新規
プレゼ

大人の女性に仲間入りする頃に
なると若い時にはなかった悩

大人の女性があんしんして相談でき、
通うことができる美容室です。

き）
券

・カット 2,900円………………
・香草カラー 4,900円→
・コスメパーマ 8,900円→
（シャンプー・ブロー込み・税別価格）

4月末までのおすすめメニュー

6,000円
10,000円

この記事を切り抜いて
ご持参ください







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


