リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON
■肥後の水素水

（通常500円）
を300円

※容器は持参下さい

クーポン持参で初めての利用に限る
税込、H29.11. ８～ 11.30まで

後７時
分、無休

住所／中央区城東町４ノ

７ グランガーデン１階

☎０９６
（３２２）
５２５２

月 ・ ・ 日、
無料マネーセミナー

代の女性から

声多数です。参加費無料。

※個人情報はセミナー運

営のためにのみ利用

レーとして西日本随一の

歴史あるお店で、生演奏

紅葉の名所「五家荘」
で

自然を満喫する日帰りツ

美しい景色を眺めなが

アーもあります。

ら吊り橋を渡ったり、五

ブースではポーラレディのハ
ンドトリートメント体験も

申込み・問合せ／ POLA 熊本センター
9:00 ～ 17:00、土日祝休
※申込方法：電話かメール
①名前 ②連絡先 ③職業を伝えてください
メール
（QRコード）：t-minami@pola.co.jp
※個人情報は今回のイベントの運営にのみ使用されます

検索←

ＤＭＯやつしろ

遊覧船やライブ…
充実の大人時間

奏 で の カ ラ オ ケ も Ｏ Ｋ。

家荘特産「山女魚」と「い

●気軽にポーラレディの
“魔法の手”を体験！

ランチは日程別に 「八伍邸」 か 「ザ・ニュー ホテル
熊本」。写真は 「ザ・ニュー ホテル 熊本」 の中華ラ
ンチ
（イメージ）
。講師は同オフィスの堀 聡知さん
※保険募集人・参加経験がある人はご遠慮ください

代～

きる”と人気のマネーセ

“気軽にお金の勉強がで

１泊２日で、昔懐かし

ほか芦北特産アシアカエ

ライブ鑑賞や生バンド演

い八代を満喫する大人の

わたけ」を使った、豪華

な 昼 食 を 堪 能 し た り …。

11

☎096（371）6511

洗 え て いつ も 清 潔
なのが人気の秘密

冬の冷んやりフローリ

ングやホットカーペット

には、敷物キルトが必須。

ミナーが開催されます。

貯蓄ＵＰの基本である

キャッシュフローの作り

ビ加工場の見学＆昼食や

塩作り体験など、
「食」に

ためのツアーが登場。

八代城址のお堀で遊覧

1週間体験セット

心地いい五家荘の空気を

※1人1つ、H29.11.18限定

久米田ビューティ
ーディレクター

ノーベル賞で話題！
【数量限定】
「B.A」化粧品

ふれる体験も！

現在県内で活躍する“すごい女性”
二人が登場。自身の経験や想い、
POLAのお仕事など…“働き方”
についてとっておきの情報が満載 菜の花ショップ SHINYショップ

船に乗ったり、演歌の女

●“私が変わった”働き方実例
ショップオーナーインタビュー

感じながら、ゆっくりリ

（無くなった場合は代替品サンプル）

方や家計改善、運用の考

ノスタルジックな八代旅 or 自然体験？
王・八代亜紀を生んだ「キ

1週間体感セットプレゼント！

26

29

八代を思いっきり満喫できる2つのツアーが登場！

レジャー

月 下 旬 ま で 美 しい 紅 葉
が楽しめます

話題の基礎化粧品「B.A」シリーズ

え方をアドバイス。少人

10120・737・154 {hori@itcstg.jp

ャバレー白馬」で楽しい

“女性起業家”
による講演では、サクセスコー
チ・企画集客アドバイザーの福村みゆきさん
が、イキイキ働くためのヒントを話します！

・クレンジング ・ウォッシュ
・ローション ・ミルク

25

50

【時間】
11:45 ～ ※15分前受付
（両日共通）
【定員】
５～ 7人 【参加費】無料
【申込】氏名・年齢・携帯番号・参加希望日時を
下記連絡先まで（受付：平日9時 ～17時）

検索 ←

熊本

11

20

（旧 ホテル ニューオータニ 熊本）

フレッシュしては？

「リビングを見た」で参加すると

アイティコンサルティング

11/29(水) 八伍邸（中央区上通町5-41）

五家荘の紅葉と
山の味覚を楽しむ

リビング読者限定

主催募集代理店

11/25(土)、26（日）
ザ・ニュー ホテル 熊本 中国料理 四季

夜を…。グランドキャバ

●入場無料 ●お土産あり ●服装自由

女性向けマネーセミナー！

（一社）DMOやつしろ

トークショー

清田オーナー

数制で丁寧に教えてもら

え、「 運 用 に つ い て 偏 見

が な く な っ た 」「 本 当 に

癒し体験…あなたを“生

●輝く女性の働き方

丸洗いできるのでいつでも清潔。柄は豊富な全30種。
シンプルモダンな新柄も人気です

扌 （株）アイ・ティ・コンサルティング 熊本オフィス

プレゼント！

【参加無料】“女性”であることを愉しむ120分です

日時／11月18日（土）
10:30～12:30
会場／ホテル日航熊本 5階 阿蘇Ｄ
（中央区上通町2-1）

日本製で厚地だからふん

セミナー後のランチ

30

セミナー

「リビングを見た」でセミナーに参加すると

ためになった」と満足の

66

COUPON

H29.11.25・26・29
リクシル「アメージュＺフチレス」 撤去・処分・取付費・
税込で７万９０００円 ※写真は施工例です

ットバスが工事費込で

万円～とリーズナブル！

き方美人”に変える魔法

続々申込み受付中。新しいことに
チャレンジしたい女性を応援！

気分が上がるとっておき

話を聞いて、体験して、 い た り、 ポ ー ラ の こ と、

の美活イベント「ポーラ

定員に迫っているた

ゼントももらえます。

め、申込みは電話・メー

ルでお早めに！

リクルートフォーラム」。 の時間。さらに特別プレ

街中へのお出かけついで

に、
参加してみませんか。

自分のペースでかっこ

よく働く女性の実話を聞

ポーラ リクルートフォーラム

わり快適、足裏暖かです。

リビング読者限定

■主催募集代理店
（株）
アイ・ティ・コンサルティング 熊本オフィス

主催／ POLA（ポーラ）熊本センター

●今の働き方でいいか悩んでいて…
私が変わるヒントが見つかりそう！
●女性同士で気軽に話せるのがイイ
●前回参加した人から「すごくためになった」
と聞いていたから、また開催されて嬉しい！

ホットカーペットの上に

・約190×190㎝ 通常9800円→7900円
・約190×245㎝
通常1万2800円→9900円

※容器は持参するか、別途販売もあり

“私が変わる”魔法の時間、まもなくです！

こんな声が届いています！

敷く洗い替えとしても人

コイン式で24時間購入できる 「肥後の水素水」

「肥後の水素水」
４ℓ…100円

・約145×200㎝ 通常7800円→5980円

11月18日（土）、
「B.A」化粧品 体験セットもプレゼント

イベント

気。赤ちゃんマットにも

分～午

生地／綿100％・中綿ポリエステル100％

水回りが安い！
住まい相談お気軽に

営業／午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５

時、日祝休、電話受付無休

カード払い可。※税込

住所／東区石原１ノ２ノ
62

節水＆簡単掃除で人気

のトイレ「アメージュＺ

０１２０・８３・７７８９

フ チ レ ス 」（ ハ イ パ ー キ

ラミック仕様・東芝製温

水洗浄便座付き）が右記

の大特価に。ほか、ＴＯ

ＴＯ「ピュアレストＱＲ」

も８万２０００円（排水

方向で別途費用が必要な

場合あり）とお買得です。

お風呂のリフォームな

ら、ブリヂストンのユニ

1

オススメですよ。

時

お得!（税込）

（株）九州トータルハウジング

※希望者のみ

扌 FABRIC'S（ファブリックス）

日本製敷物キルト

安心リフォーム、
総合建設業へ

トイレ床クッションフロアマット
を8600円
（税込）にて張替

※２０００円以上購入で

い特典が。美味しい水を

トイレリフォームの際に
「リビングを見た」で

駐車料金を現金還元

試してみるなら今が絶対

営業／午前

ℓ無料で、気軽に

30

リフォーム

リビング読者限定

ブリヂストン
（1216）66万円～
※ユニットバスから変更の場合

試せる人気の水素水
にお得ですよ！

時 間 営 業、 年 中

※価格はすべて税込

無休、係員対応は午前９時

営業／

熊本の地下水を使用し

た、クチコミで美味しい

〔東区桜木2-13-15〕

24

10

＜20＞

清潔敷物キルトが大好評

FABRIC'Sオリジナル人気の

※ソックスの色は15色から選択、日本製
H29.11.8～11.19まで

20

土曜日

インテリア雑貨

COUPON

■FABRIC'S（ファブリックス）
クーポン持参で店内商品を
1万円（税込）以上購入すると

5本指ソックスプレゼント

扌 肥乃国化成株式会社

と大評判の「肥後の水素

至木山

９

時、駐車場８台

●GS

～午後

28

水 」。 コ イ ン 式 販 売 が あ

☎０９６
（３６５）
１２００

232

沼山津神社●

健軍電停

るのをご存じですか？

肥後の水素水 ●

しかも、値段は４ℓで

セブンイレブン
●
コカコーラ●
横畑公園●

益城空港IC

さ くらの森
●
●桜木中

マリーゴールド●
第二空港線

１００円と、とてもお手

ごろ価格。注目の美味し

い水を求めて、県内外か

らのリピーターも多いそ

ℓ無料のうれし

う。また今回、初めての

人には
20

美味しい！「肥後の水素水」

12ℓ容器

肥後の水素水
20ℓ無料

リビング読者限定

健康

2017年11月11日

【1泊2日】
キャバレー白馬と
フードバレーを楽しむツアー
出発日／ 12月8日
（金）
・15日
（金）
申込み〆切は11月24日
（金）
・12月1日
（金）

料金 ／大人1人

1万2800円（税込）

※先着20人

宿泊、朝昼食、キャバレーセット料金、塩づくり体験料、乗船料込
【1日目】 ホテル（セレクトロイヤル八代）集合（15:00）→遊
覧船（八代城址）→ホテル→山本食堂にて各自で夕食→キャバ
レー白馬
（20:00 ～ 21:30）
→ホテル
（21:30着）
【2日目】 ホテル→魚市場→ホテルにて朝食→ホテル発→球
磨川河口にて渡り鳥観察→アシアカエビ工場見学→えび庵に
て昼食→道の駅でこぽん→「塩むすび館」で塩作り体験→ホテ
ル解散
（15:00）
※最少催行人員10人、添乗員なし、食事あり
（朝１、昼1、夕0）

五家荘 周遊観光日帰りバスツアー
出発日／ 11月11日
（土）～30日
（木）※定員各21人
料金（大人1人）／

平日

土日祝日

4980円（税込）
5980円（税込）

新八代駅発
（9:00）
→緒方家→樅木吊橋
（前後で昼食）
→平家
の里→梅ノ木轟の滝→二本杉峠→新八代駅解散
（17:20）
※最少催行人員各日12人、添乗員なし、食事あり
（昼1）

リビング読者限定
「リビングを見た」でキャバレー白馬ツアー
に申し込むと、抽選で

五家荘産 桧椅子や
朴木のまな板をプレゼント
※1人1個のみ

H29.11.8～申込締切まで

【ツアーの申し込み・問合せはこちら】

☎0965（31）8200
企画・実施 /（一社）DMO やつしろ（熊本県知事登録旅行
業第 3-259 号）

住／八代市上日置町4772-10 JR新八代駅内
営／ 9:00 ～ 17:00、年中無休

