
○配布部数／27万2750部　日本ABC協会報告予定部数 
○企業名が見出しに表示されているものはその企業から
のPR情報です○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2016年4月16日号 〈44Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は21ページに掲載
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フォーチュンアドバイザー
イヴルルド遙華さん

前向きなアドバイスがクチコミ
で広がり、有名モデルやタレン
ト、女優などを顧客にもち、業界
で絶大な支持を得ているフォー
チュンアドバイザー。
西洋占星術、タロットをはじめ、
人生の流れを24の節目で区切
る「フォーチュンサイクル」など、
幅広い占いを独学で研究する。
著書に『運命のフォーチュン
Amulet』（小学館）など。東京・代
官山に鑑定ルームをもつ

LIVING × ホテルニューオータニ熊本 リビング熊本 30 周 年
コ ラ ボ 企 画

イヴルルド遙華トークショー＆
泉哲郎スペシャルディナー

話題のフォーチュンアドバイザー
による“開運処方箋”

ホテルニューオータニ熊本 総料理長による
一夜限りのご褒美ディナー

特別なコラボイベントにご期待ください！

※入金後のキャンセルは一切お受けできません
※個人情報は同イベントの案内のみに使用

熊本リビング新聞社
9：30～18：00、日祝休

受付　　　　17:00～
トークショー　17:30～(約90分)
ディナー 　 19:15～20：30終了予定

会場　　ホテルニューオータニ熊本「鳳凰」
参加費　1人 10,000円（税・サ込）

6/ 日19

※ワイン・ソフトドリンク付

☎096（359）3311
●申込み時に、参加者全員の氏名と年齢
・代表者の〒住所・電話番号を伝えてくだ
さい　●電話受付後、コンビニ専用の振
込用紙をお送りいたします

主催／熊本リビング新聞社・
　　　ホテルニューオータニ熊本

料理だけでも1万円相当の豪華フルコース！
“美食のニューオータニ”を支える泉総料理
長が、この日のために特別なコースを考案し
てくださいました。今年のラッキーカラー・イ
エローや幸運に導くとされる果物なども使
用した料理は、五感で愉しめるものばかり。

メディアでも大活躍、代官山のサロンはあま
りの人気のため新規個人受付をストップす
るほどの“神業鑑定”が話題のイヴルルド遙
華さんがゲストに登場！　“自分が優先すべき
こと”や“自分に必要なこと”、“人生はあなた
が主役だということ”を気づかせてくれます。

●食前酒～　日本最北端のリンゴの産地・
　　　　　　北海道深川シードル
●北海道・枝幸町のオホーツク海産サーモン　
　レモンマリネのお野菜包み
●フォアグラのトーション ざくろ酒の香り 
　三角マンゴを添えて
●きのこと百合根のフラン オマール海老飾り
●玉名産トマトのスープ 天草真鯛とスカロップのポワレ
●牛ヒレ肉ステーキ 西洋わさびと“和”のテイストで
●マンゴとライムのパルフェ パッションソースを添えて
●コーヒー　●パン　
※仕入れ等により変更になる場合があります

ラッキーフードを織り交ぜた
スペシャルメニュー

Pro�le

申込みは電話で

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


