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2018年12月1日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON

■RITA-STYLE

２カ月で－10㎏も夢じゃない！

無料カウンセリング予約・クーポン持参で

【各店先着10人】普段は実施していない

RITA-STYLE 上通店・新市街店

H30.11.28～定員になり次第終了

昼なら、夜のコース

が１５００円引き！

」で人気の昼の

営業 ／午前
時

分～

分～午後

時ｏｓ、日曜休、ランチ

２時ｏｓ、午後５時

は月～金のみ、税込

７※銀座通り肥後銀行近く

「伍乃

☎０９６
（３１９）
５４７７

宴会。「リビングを見た」 住所／中央区下通１ノ９ノ

品が４０００

の予約で、５５００円飲

週末は夜の宴会も

み放題付

円！

混み合うので、早めの予

約を。旬の牡蠣を気軽に

味わえる定食（右写真）も

【ランチ限定】牡蠣たまごとじ重 赤みそ仕立て 830円（税込）

30

●忘年会の予約も受付中！
（12月は日曜も営業）
年末年始：昼＝12/29 ～ 1/6休、夜＝1/1 ～ 1/3休

12月8日（土）
・9日（日）Xmasには特別な輝きを…

「ロイヤル・アッシャー」
コレクション展
検索 ←

ジュエリーオーハシ

月
日～１月１日休

ダイヤの美しさと
輝きを追求する名門

●ニューズ
●パルコ

上げまで熟練したクラフ

トマンシップを徹底。そ

にインスピレーションを

の美しさは、世界の王室

得た新シリーズなど、ワ

中世ヨーロッパの建築

原石「カリナン」のカット

クワクするほど見応え十

まで魅了するほど。

に成功し、ダイヤモンド

分なコレクション。カッ

歴史上最大級３１６０

の歴史に残る偉業を成し

カラットのダイヤモンド

遂げた、オランダの名門

住／中央区上通町1-13
営／ 11:00 ～ 19:30、
12月は4日(火)、31日(月)休み

☎096（355）2967

ジュエリー
オーハシ ●
通町筋電停

ルリングのリサーチをす

H30.12.8 ～ 12.9

長崎書店●

【定番/ブリリアント・カット】新しく
開発した74面体の美しいカット。強
く澄み切った輝きを放ちます

「ロイヤル・アッシャー」。 プルや母娘で、ブライダ

上通り

会計時に
「リビングを見た」
と伝えると

諦めていた頑固な汚れも専門スタッフがしっかり洗浄

るのもお勧めです。

特製ギフトボックス付

● 時計の大橋

正規代理店のジュエリ

のネックレスは、Ｘマス

● 肥後銀行

リビング読者限定

ブルーマロウ
ハーブティーをプレゼント

ー・オーハシでは、２日

間限定でフェアを開催。

ギフトや自分へのご褒美

混み合うので早めの予約

をどうぞ。※すべて税別

電話受付／午前９時〜午

日（ 木 ） 住所／東区長嶺南６ノ２

ダイヤ特有の透明感の

アッシャーらしいカ
ットが施された計6
石のダイヤは、日常
のスタイルに華を添
えてくれます。
Pt950×ダイヤ
13万5000円
（税別）
※ 特 製 ボ ッ ク ス は、
期間限定です

に最適アイテムです。

Book型特製ボックス付きネックレス

ある輝きにこだわり、原

検索 ←

【新作/ヨーロピアン・アーキテクチャー・コレクション】大聖堂のバラ窓に施
された古典文様の四つ葉から着想を得たデザイン(写真中央)や、煌めくシャン
デリアのようなモチーフ(左)など、まばゆいばかりの輝きがたくさん

石選び、カット、最終仕

アイ・コーポレーション

セットが特別価格
エアコンもお得！

月

29

専門スタッフの水回り 後６時、不定休

月９日（日）の申し込 ノ２

清 掃 が、

〜

11

30

11

※

とまとビル３階

☎０９６（３５４）８９７２

住所／中央区安政町２ノ

全国のテレビやメディ

☎０９０
（９４９１）
１３３５

みでお得になります。３ ☎０９６（２９５）４０４６

点セット
（浴室・トイレ・

洗面台）通常２万９００

０ 円 は １ 万 ９ ８ ０ ０ 円、

５点セット（３点＋キッ

チンシンク・換気扇）通

常６万円は２万９８００

円に。同期間でエアコン

分解洗浄も特価。年末は

通常１万 1600 円
→１台目 4800 円〜
２台目以降 3900 円〜
プラズマタイプ ＋ 1000 円
お掃除ロボットタイプ
＋ 3000 円
室外機洗浄
＋ 1000 円

おせち三段重でこの値段はびっくり。豪華食材が満載！
※写真はイメージ

（株）アイ・コーポレーション

先着100世帯限定

11

検索 ←

30

水回り清掃が特別価格に！
扌

ジュエリー

40

伍乃40

12

クリーニング

無料

エアコン分解洗浄

23

お昼は飲み放題付コー
ス4000円※要予約

11

伍乃40

ダイニング

ジュエリー・オーハシ

熟練職人が手掛け
る豪華おせち！

アに登場する、和食の実

力店「侍」。熟練の職人が

真心で仕上げた「特選お

せ ち 」 が 毎 年 好 評 で す。

厳選された海の幸と自

品。豪華な内容で、

家製珍味がたっぷり入っ

て全

値段も良心的とあって常

連さんも多数。人気のた

め、早めの予約を。

問合せ／ 時間受付

リビング読者限定 COUPON
■アイ・コーポレーション
「室外機洗浄」＋1000円を申し込むと
クーポン提示で「抗菌・消臭コート」

12

侍

牡蠣たまごとじ重 赤みそ仕立て

H30.11.28～1.31まで（12/29～1/6を除く）

注目。赤みそとの相性抜

熊本名物・浜料理

さらにお食事券1000円プレゼント！

※料理は仕入れにより変更あり
※受付期限 /12 月 26 日（水）
※受け渡し（店頭）/12 月 30 日（日）
10:00 ～ 13:00（受け渡しのみ営業）
※配達 /12 月 31 日（月）、（別途配
送費 1123 円～ ヤマトクール便）

季節のデザート
サービス！ ※1枚で
複数人可 扌
群、食べ応え十分です。

通常3万円（3、4人前）39品が

通常700円→

会員同様ウェアを

創業40年の感謝を込めて！

1万9800円（税込）に

鮑のふっくら煮・市場厳選いくら・
数の子・たこの磯焼き 他

注文時、クーポンを提示すると

た！

「リビングを見た」で 特選おせち
（三段重）

39

【ココが違う！】①LINE@で相談→
即対応 ②トレーナーが親身で丁寧
③女性への相談窓口がある
体験希望はお悩み欄に「リビング」→

グルメ

リビング読者限定

24

着て、トレーニングに挑

戦。食事指導や相談もで

きるアプリの説明、清潔

先着 人無料体験
問合せは早めに！

食べ過ぎ＆運動不足が

体験希望は「リビングを見た」

感のある設備の見学も一

1 0120・325・306

招く“冬太り”で、年々「体

は店舗に問合せを。

重 が 戻 ら な く な っ た …」 度にできますよ。詳しく

痩せにくいと

代以降の女性

と痛感している人も多い

のでは？

言われる

は、プロによる個別指導

がダイエット成功の鍵。

「すぐに入会は不安」と

いう読者のために、普段

は実施していない無料体

験を用意してくれまし

【上通店】中央区上通町7-6
マツモトレコードビル3階
【新市街店】中央区新市街12
-3 グリーンノットビル2階
共通営業／ 9:00 ～ 23:00
電話～18:00
（受付～22:00）
、

10

グルメ

■ダイニング 伍乃40

完全個室パーソナルトレーニングジム

「お試し体験」を無料で！扌

40

リビング読者限定 COUPON

運動

上通店・新市街店

