2018年12月15日

来店4回！ 5万2596円→1万8935円から、人数限定でさらに3000円引き

腸内環境のバランスが大切！

土曜日

＜14＞

2つの菌のダブル飲用がおすすめ

今年実績№1 お腹＋下半身セルライト集中コース まずは4 週間「ヤクルト400」
「ミルミルS」
検索 ←

熊本ヤクルト

４週間のお試しを

た耳がチャームポ
イントの女の子で
す。ほか にも保護

【犬部門】フィリア 問：090-6893-2756
【猫部門】チームにゃわん
問：090-2081-6111
※当日の引き渡しは行われません。不妊手
術の実施、毎年のワクチン接種、健康診断
をお約束ください。飼い主さんにはワクチ
ンや不妊手術費用の一部負担（3000円〜）
をお願いします

犬が多数参加しま
す！（フィリア）」

↓必要事項を明記し、
厚紙等
（ハガキサイズ）
に貼り付けてそのまま投函ください

宿泊体験展示場 と同じプラン

（税別）

抽選で

万円

新 築1棟

宿泊
展示場

宿泊
展示場

〈筑紫野市〉サニーガーデン朝倉街道東

自由設計のお住まいを
ご希 望の方には
プレミアム特典も！

ZEHを体感！

宿泊体験
できます 〈熊 本 市〉シーズンテラス出水
中央区出水 7-91

見学・宿泊体験ご希望の方は
3
（4）
LDK＋小屋裏収納
延床面積／112.45㎡
（34.01坪）

Tel.096 -379-1104

となりに建設中のモデルハウスの構造見学もできます！

〈糸島市〉
サニーガーデン前原西

宿泊
展示場

〈久留米市〉
サニーガーデン国分町

東宝ホーム
イメージキャラクター

壇蜜

申込み条件●所定の申込用紙
（アンケート）
に全項目ご記入下さい。
●原則、
福岡都市圏エリア・久留米都市圏・熊本都市圏エリア
（北九州都市圏・筑豊エリアを除く）
に建築可能
な土地
（購入予定地・借地でも可、
法人名義は除く）
を用意できる方といたします。
建売住宅をご契約された方は対象外です。
なお、
敷地形状・地盤・部材運搬時の道路状況など
により、
別途費用がかかる場合や、
建築が出来ない場合がございます。
（土地をお持ちでない方は、
担当営業へご相談ください）
●当選された場合、
当選の権利は他人への譲渡お
よび他の品物や金銭への変更はできません。
また、
本企画以外の懸賞企画・値引・割引との併用はできません。
●建築中及び建築後に、
現場見学会の開催をご了承いただく場合
がございます。
●ご応募は原則、
1世帯1名様とし、
重複の応募は無効といたします。
●東宝ホーム
（株）
の社員及びその家族の方、
また、
業者の方は応募できません。
●本キャン
ペーンは建物本体工事のみとなっております。
消費税は別途必要となります。
それ以外の太陽光発電システム・Solaシステムなどの暖房機器及びその工事・屋外給排水工事・屋
外電気ガス工事・外構・造成費・家具・カーテン・照明器具・確認申請料・登記費用、
その他諸費用は別途となります。
また展示場特別仕様設備については別途となります。
●2019
年3月31日までに契約を締結の上、
2019年12月末までにお引渡しできることが条件となります。
※東宝ホームのモニターとなって頂きます。
詳しくは現地スタッフにお尋ねください。

〈お申し込みについて〉
熊本支店

Tel.096-373-1040 ラディエンスビル3F
中央区白山1-2-7

こちらでもお申込みを受け付けています

東宝ホーム

検索 ←

・KKT総合住宅展示場エコラス／ 南区島町4-1 Tel.096-288-5960
・熊日RKK住宅展／東区御領6-8-1 Tel.096-388-1140

抽選日／2月17日
（日）当選発表は東宝ホーム ウェブサイトにて
お申込 みは会 場 へ直 接ご来 場 頂くか、ハガキ・メールにて
仮申込みしてください。
この広告のハガキからは“仮申込み”
となります。正 式なお申込 みは担当者がご 連 絡 後、お申込
みアンケート用紙をお持ちし、
ご記入頂きます。

http://kumamoto-toho.com/880/ メールフォームから仮申込みできます↑

菌優勢の状態で維持する

主に小腸で働く〝乳酸

ことが大切です︒

菌 シロタ株〟が︑１本に

「ヒルズです。垂れ
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要注意︒特に肺炎は︑風

乾燥する時季は感染症に

邪をこじらせて起こると

４００億個以上含まれて 〝４週間お試しプラン〟を
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邪のような症状でも︑長
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き起こされます︒軽い風

引く時は早めに受診を︒
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試せます︒申込みは︑フ

円︒﹁ミルミルＳ﹂４週間

は生きたまま腸まで届き

リーダイヤル︑ＨＰで受
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腸内環境を改善︒このダ

１２０億個以上含まれる

な運動︑②ビタミンＣを

ブル飲用が健康管理に役

28

抵抗力を高めるには①

多く含む果物・野菜・ヨ

留守がちな人には「保冷ボックス」にお届け。
※時間帯や設置場所によっては、
貸出しがで
きない場合があります。
詳細は問合せを

ウォーキングなどの適度 ﹁ミルミルＳ﹂︒２つの菌

ーグルトなどの発酵食品

会場／トヨタカローラ熊本
東バイパス店（東区下南部3-14-78）

付中︒※荒尾・水俣・津

「 セ ロ リ は 生 後7
カ月の男の子。ス
タッフ宅でお友だ
ちと仲良く遊びな
がらご縁を待って
います
（チームにゃわん）
」

保健所に持ち込まれた

犬やねこを保護し︑新し

い家族との出会いを提供

する﹁犬ねこ譲渡会﹂︒今

までたくさんの幸せな出

会いが生まれています︒

日︵日︶︑トヨタ

ダ イキ

フーディワン

● ●
●
東バイパス
●
マクドナルド
● 味千
ラーメン

月

東バイパス店

カローラ東バイパス店で

北バイパス

至東海大

サンピアン
トヨタカローラ熊本

譲渡会を開催︒ボランテ

ィアスタッフのもとでき

ちんとしつけされた犬や

これからペットを飼い

ねこが︑多数参加します︒

たい︑もう一匹迎え入れ

たい⁝そんな人は︑一度

足を運んでみませんか︒

供合線

立ちます︒いずれもヤク

犬ねこ譲渡会

０１２０・２５・８９６０

1
貸出無料！
【保冷ボックス】

「譲渡会」
で、新しい家族と幸せな出会いを…

16

を食事に取り入れる︑③

※初回限定、H30.12.12 〜H31.1.20まで

12月16日（日） 午後1時30分〜 2時30分、カローラ東バイパス店で開催

12

奈木地区は対象外︑税込

800円（税込）

通常4700円→

ルトレディが届けてくれ

「ヤクルト400」
「ヤクルト400LT」
１本 86 円。「ミルミルＳ」１本108 円
※いずれも宅配専用（宅配料無料）

今年最後の特割体験
「お腹＋下半身セルライトコース」

る宅配専用商品です︒

ピュア
予約後、クーポン提示で

体内の免疫細胞の過半数

く〜ぽん

リビング

検索 ←

が存在する腸内を︑善玉

フの１万８９３５円︒し

かも８人限定で３０００

「アシの冷えやムクミがスッキリ！」
（Ｓ様・50代）

円引き︒ほか美容情報は

日〜

30

時〜午後８

月

10

ＨＰの〝四季美ギン〟へ︒

営業／午前

時︑日曜休︵

月曜休︑Ｐ８台︑完全予

12

熊本ヤクルト

年末年始の食べすぎ飲

年のセルライ

31

みすぎ⁝脂肪を溜め込み

やすい冬こそ早めのケア

を︒創業

ト ケ ア 専 門 店﹁ ピ ュ ア ﹂ １月４日休︶※１月より

※すべて税込

39

で︑今年実績№１のコー

スが〝特割〟のチャンス！

落ちにくいお腹と腰の
脂肪にアプローチ

住所／水前寺４ノ７ノ

1

約制

熊本

０１２０・０７１・５０２

エステ

﹁お腹＋下半身セルラ

術︵来店４回︶は︑落ちに

くいお腹の脂肪︑パーン

と張った太もも︑むくん

で重たい脚︑膝上の乗っ

60

かり肉⁝まとめて集中ケ

％オ

ア︒５万２５９６円が

％オフから︑更に
10

ピュア

イト集中コース﹂全９技

PURE（ピュア）

