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クーポン利用でお得にプロの技。ムートンブーツもキレイになります

特別キャンペーンで年内撮影だと、撮影料が3240円引きに

汚れを丸洗い！ キレイなブーツで冬を始めよう
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写真の七光

【11/16（金） 新スタジオ
「one」
オープン】
料金／撮影料・データ50カット 3万9000円（税別）
本物志向の内装と、自然光がやさしい新スタジオ
ブライダル、成人式、七五三など様々なシーンに！

ブロッコリーと海鮮の炒めもの

カラダが喜ぶ

健康レシピ

材料

Vol.28
監修・協力／日本赤十字社
熊本健康管理センター
レシピブック﹁元気ごはん﹂
︵ １ ２ ０ ０ 円 ＋ 税 ︶よ り

A

1人当

たり

75kc

塩分1

al

B

.1g

2 人分

作り方

ブロッコリー……………80g
むきエビ・イカ …… 各 30g
酒…………………小さじ 2/3
シイタケ…………………30g
油…………………… 小さじ 1
砂糖………………小さじ 2/3
酒…………………… 小さじ 2
塩…………………… 4 つまみ
こしょう…………………適宜
顆粒鶏がらだし…小さじ 1/2
水……………………… 20ml
うす口しょうゆ…小さじ 1/3
かたくり粉………小さじ 2/3
水 ……………………小さじ 1

1. ブロッコリーは小房に分け、茎は短冊切り
にしてゆでる。
2. イカは食べやすくひと口大に切る。
3. エビは背ワタを除き、
イカとともに酒を振っ
ておく。
4. シイタケは、2 つに切る。
5. フライパンに油を熱し、（1）（3）（4）を
炒め合わせ、A を加えて B でとろみをつける。
ブロッコリーはβ- カロテン（ビ
タミン A）やビタミン C などを豊
富に含む野菜です。茎も栄養価が
高いため捨てずに活用しましょう。

冬の夜を温かく彩ってくれるイルミネーション。
今年はちょっと遠出して福岡のイルミネーションを楽しんでみては？
新幹線ならインターネットから予約できて、おトクで便利です!

光の街・博多【 J R博多駅前広場】

点灯式／2018年11月8日
（木）
18：15〜 今年のゲストは「絢香」さんが登場!
点灯期間／〜2019年1月9日
（水） 点灯時間／17:00〜24:00

キャナルパノラマイルミネーション【キャナルシティ博多】 天神のXmasへ行こう2018【警固公園他】
点灯期間／2018年11月10日（土）〜2019年2月24日（日） 点灯時間／17:00〜24:00
クリスマスパノラマ／2018年12月25日
（火）まで ※11月10日のみ時間変更あり

点灯期間／〜2019年1月6日
（日） 点灯時間／14:00〜24:00

※画像はイメージです

8年目を迎える今年のテーマは
「Way to HAKATA」
80万球のロマンチックな光に駅前広場が包まれます。
JR博多シティ2Fのペデストリアンデッキに「LED SKY WALK」が初登場。

冬季イルミネーションを全面リニューアル！180mの運河がゴールドに
ライトアップされ、
180度ビューの光空間に生まれ変わります。館内イルミ
ネーションと連動したクリスマス限定のプロジェクションマッピングショーも開催!

天神警固公園の
「天神ヒカリスクエア」
を中心に
各商業施設のイルミネーションや福岡市役所西側ふれあい広場の
「TENJIN Christmas Market」
など楽しい催しがたくさん!

福 岡 へ のおで か けに 、JR 九 州 インターネット列 車予 約 がおトクで 便 利 !!
7日前までのネット予約で
九州新幹 線「つばめ」が 激安!
熊本

博多

席数限定

2,350円

（税込）

片道

7日前までのネット予 約で
博多へのおでかけがおトク!
熊本

変更不可

こども
1,170円

ネット予 約がもっと便 利に。
コンビニ支払いOK!
ネット予 約のお支 払いがコンビニエンスストア、銀 行ATM、
ネットバンキング でも可能に! クレジットカードを利用しなくてもOKです!

1.予約
2. 支払い
3. 受取り

博多

席数限定

2,570円

（税込）

片道

JR九州インターネット列車予約
サービスで、
きっぷを予約
全国の対象コンビニエンスストア、
銀行ATM、ネットバンキング等でお支払い
JR九州の駅「みどりの窓口」や
「指定席券売機」
で、
きっぷを受取り

3日前までのネット予 約で
博多へのおでかけがおトク!
熊本

変更不可

こども
1,280円

博多

席数限定

3,000円

（税込）

片道

こども
1,490円

【共通のご案内】
●ご予約が完了した後のキャンセルには払いもどし手数料がかかります。
●ＪＲ九州の主な駅でお受け取り ケータイ・
できます。
●JR九州インターネット列車予約サービス限 定発売です。
駅の窓口等では発売できません。
●座 席数に限りがご
スマホは
ざいますので、
ご希望の列車に空 席がある場合でも、
このきっぷをお求めいただけないことがあります。
●自由席を含め、
予 コチラから
約時に指定した列車・座 席以 外はご 利用になれません。
また乗り遅れ 等で 他の列車に乗車する場合は、
別に所定
（無割引）
の特急券が必要です。
なお、
「つばめ限 定!九州ネット早 特7」
の場合は、
「つばめ」以 外の列車にご乗車する場合には、
別途 所
定
（無割引）
の運 賃も必要です。
● 途中の駅で 乗降された場合は、
前途 無効とし、
ご 利用にならなかった区間の払いもどしは
ございません。
●発売・効力・変更・払いもどしには諸条 件がございます。
詳しくはJR九州のホームページでご 確認ください。

ＪＲ九 州Web 会 員への 登 録（無 料）が 必 要で す。

