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※公式テキストは熊本リビング新聞社とリビングカルチャーセンターはません校で販売中 http://r.living.jp/mrs/kenken

スマホは
コチラから

公式テキスト2700円（税込）販売中!

申し込みは

2018年1月5日（金）から

【主催】日本健康生活推進協会 【お問い合わせ】（社）日本健康生活推進協会 TEL.03（6268）8447 10:00～16:30、土日祝日除く

詳細・申し込み

第4回
試験実施日 2018年3月18日 日

職場や地域の
ニーズにあった
活躍が

期待出来ます!

本代・送料0円のフリーマガジン・会員募集中

★最新号は「レイ＆トゥ
エルヴ コンシェルジュ」
３店舗でも無料進呈し
ています！

会員登録をしていただくと、１年間（年2冊）、本代・
送料０円で「レイウエディング」をお届けします！

レイウエディング熊本9：30～18：30（土曜～12：00）
日・祝休（12.30～1.3休）　

熊本リビング新聞社 ☎096-359-3311

「レイウエディング」を読むには会員登録が必要です!
電話・スマホ・パソコンからお申込みください

平成30年は結婚を考えたい…なら
「レイウエディング」で結婚準備をはじめましょう。
熊本の旬のブライダル情報をはじめ、
結婚準備の段取りやウエディングフォトなど
役立つ特集記事も満載です。
会員登録はシングル、親御さん、
どなたでもお気軽にどうぞ！

0円ではじめる結婚準備

ホテルやゲストハウス、リング、ドレスなどブライダル
関連ショップをはじめ、新生活応援情報も網羅

ブライダル相談カウンター「レイ＆トゥエルヴ
コンシェルジュ」を利用でき、結婚準備を総合サポート

旬のブライダル情報を網羅

ブライダルのプロに無料で相談
レイ

ウエディング
熊本版
Vol.40

オールカラー
148P

12.25最新号発行　結婚準備はこの雑誌から！

今スグの登録で、
最新号40号からお届けします

JTB九州 熊本支店 TEL.096-311-1848

相談会は予約制のため、
電話またはHPからお申込みください

3部制となりますのでお選びください

申込み

時間・内容

蔦屋書店 熊本三年坂 
地下イベントスペース

※会場が変更になる場合があります。詳細はHPまたはスタッフまで

会  場開催日時 2018年1月8日（祝・月）

http://www.jtb.co.jp/shop/kumamoto/

月～金/10:00～19:00（電話は～18:00）
土・日/10:00～18:00 祝日休

JTB×ウエディング会社

この日だけのお得が盛りだくさん!

★お得な挙式プラン
★成約で挙式オプションプレゼント

JTB×ウエディング会社JTB×ウエディング会社

ウエディング

入場無料 各回5組15名限定

①11:00~12:00
For ウエディングスタートアップセミナー
リゾートウエディングを考え始めた二人のためのセミナー

②12:30~15:00
憧れのハワイ・グアムウエディング
ハワイ・グアムがよくわかるセミナー付き相談会

③15:30~17:30
大人気！ 国内リゾートといえば沖縄ウエディング
沖縄がよくわかるセミナー付き相談会

●住所／熊本市中央区下通1-8-22
　JTBビル（銀座通り沿い）
●交通／「通町筋電停」から徒歩5分
●提携駐車場／パスート24銀座プレス

海外挙式専門のウエディング会社と旅行会社のJTBが
共同で開催する新春イベント。リゾート婚ができる海外・国内の情報を
一度に聞けるとても貴重な機会です!  個別相談会もあるので何でも
気軽に相談でき、新春ならではのお得情報も満載です。

ABCクッキングスタジオの
体験ペアチケットプレゼント
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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。


