リクナビ インターンシップサイトよりお申込みください
https://job.rikunabi.com/2020/company/r474300041/

株式会社KIS
（NEC情報サービス事業グループ）本社／南区幸田1-6-27
検索

健康面にも気を配り元

をスタートしたいもの︒

新春を迎え︑良い１年

いしい〟を︑電話１本で

バランス良く配合し〝お

い〟を︑ミネラル成分を

＆回収で〝うれしい〟を提

気 に 過 ご し た い で す ね︒ ウォーターボトルの宅配
そんな時に役に立つのが
供︒ウォーターサーバー

式で利用できるから︑暖

営業 ／午前９時〜午後６時

スで衛生的です︒

除菌・洗浄のメンテナン

な水とお湯がサーバー方 ︵レンタル料は別途︶は︑

﹁アクアクララ﹂︒クリア

房で喉が乾燥する時も小

リビング熊本の﹁家計
簿クリニック﹂では︑相
談者を募集中です︒
答えてくれるのは︑各

気温が下がり︑空気が

菌優勢の状態で維持する

菌 シロタ株〟が︑１本に

主に小腸で働く〝乳酸

４週間のお試しを

要注意︒特に肺炎は︑風

４００億個以上含まれて 〝４週間お試しプラン〟
を

ことが大切です︒

邪をこじらせて起こると

乾燥する時季は感染症に

思われがちですが︑実は

い る﹁ ヤ ク ル ト ４ ０ ０﹂ 実施中︒初めての申込み

に限り﹁ヤクルト４００﹂

﹁熊本ヤクルト﹂では

抵抗力が低下した時に細

菌やウイルスの感染で引 ﹁ヤクルト４００ＬＴ︵カ

％カット︶
﹂
︒主 ﹁ヤクルト４００ＬＴ﹂
４

ス菌 ＢＹ株〟が︑１本に

に大腸で働く〝ビフィズ

２４０８円︶が１７２０

週間分︵ 本・通常価格

ロリー

邪のような症状でも︑長

円︒
﹁ミルミルＳ﹂
４週間

き起こされます︒軽い風

引く時は早めに受診を︒

１２０億個以上含まれる

本・通常価格３０

を食事に取り入れる︑③

ーグルトなどの発酵食品

多く含む果物・野菜・ヨ

な運動︑②ビタミンＣを

る宅配専用商品です︒

ルトレディが届けてくれ

立ちます︒いずれもヤク

ブル飲用が健康管理に役

腸内環境を改善︒このダ

は生きたまま腸まで届き

奈木地区は対象外︑税込

付中︒※荒尾・水俣・津

リーダイヤル︑ＨＰで受

試せます︒申込みは︑フ

２４円 ︶は２１６０円で

分︵

抵抗力を高めるには①

体内の免疫細胞の過半数

らに結納やリングの相

くれます︒

総合的にアドバイスして

手数料などもかかりませ

式 料 が 無 料 に な っ た り︑ 談は何度でも無料︑成約

０１２０・２５・８９６０

が存在する腸内を︑善玉

︒２つの菌
ウォーキングなどの適度 ﹁ミルミルＳ﹂
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→スマホはコチラから

まめに水分補給できて快
適です︒また︑コーヒー
やお茶など︑ホットドリ
ンクが飲みたい時も︑お
湯を沸かす手間なく簡単
に作れて︑とっても便利︒

方面で活躍する高橋伸子
さん︒人気生活経済ジャ
ーナリストに相談でき
る︑またとないチャンス
です︒教育・住宅・老後
資金どうしたらいい？
採用者には５０００円分

この機会にぜひ︒

の全国共通の商品券を進
呈！

月だけで１００組を超える来店あり

ました︒１月中は３店舗

得に利用しています︒

コン シェル ジュだ け の メ リット
万円の特典
﹁Ｗコラボプラン﹂

談︑ドレスやエステなど

レイ＆トゥエルヴ コンシェルジュ

２０１９年に結婚を考

合同で﹁お年玉プレゼン

１月中は来店だけで特典あり！

えているなら︑１月はま

コンシェルジュだけの

﹁Ｗコラボプラン﹂
はコ

ト﹂を実施中︒事前予約

ンシェルジュを利用した

をすると合計２０００円
ト期です！

分のクオカードがもらえ

カップルだけの特典で

各式場のビ
ッグなウエディングフェ

るので︑この機会にぜひ︒ 本の人気式場 社と一緒

す︒直接式場に行っても

さに婚準準備の好スター

アが多く︑春＆秋の人気

に作った﹁Ｗコラボプラ

利用できないのでご注意

メリットもあります︒熊

シーズンは良い日取りか

万円相

ィングプランに

ん︒昨年まで５０００組

スムーズで効率的
な結婚準備

ン﹂は︑各式場のウエデ
らどんどん埋まっていく
ので︑早めに動き出すの

コンシェルジュに相談

衣裳がプレゼントされた

のカップルが利用したの

コンシェルジュへの相

ください︒
結婚式に関することな

すると︑ブライダルのプ

り⁝式場ごとの豪華な特

挙

当の特典がプラスされる

らなんでも無料で相談で

ロが二人の結婚式を全面

典が魅力で︑これまで数

スペシャルな内容！

きる﹁レイ＆トゥエルヴ

サポート︒式場の提案か

も信頼の証です︒

が正解です︒

コ ン シ ェ ル ジ ュ﹂︒ 昨 年

多くの先輩カップルがお

営業 10：00 〜22：00 12/29 のみ
〜18：00、無休 ※12/30 〜1/2 休

来店予約は
こちらまで↓

来 店・相 談は何 度でも無 料 、予約優先です
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熊本リビング新聞社
ら見学の予約代行︑見積

ゆめタウン光の森 1 階

ゆめタウンはません 2 階
営業 10：00 〜 21：00、無休
※12/29 〜 1/2 休

蔦屋書店熊本三年坂地下 1 階
営業 11：00 〜 20：00、無休
※12/29 〜 1/2 休

されるの
1月は混雑が予想
の事 前
で、ネットo r電 話で
お得！
予約がおすすめ＆

1

ミクロ︵１万分の１ミ

00円プ分レゼント
＋10
000円分）

30

「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）

2つの菌のダブル飲用がおすすめ
腸内環境のバランスが大切！

家計のお悩み解決！
もりのアドバイスも︒さ

●ザ･ニュー

・抗菌ペレット使用で清潔

② 5本まとめて注文すると
プラス1本でさらにお得！

は１月だけで１００組を

スタイル オブ エクセレント
前撮り費用一式
プレゼント
ホテル 熊本
●ブランヴェールアベニュー 熊本
【特典例】
●ホテル日航熊本
カラードレス
●ホテルメルパルク熊本
レンタル無料
●マリーグレイス
●マリーゴールド
（五十音 順）

●ザ

クロン︶のろ過水で〝きれ

0円分プレゼント
クオカード100

※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
※年末年始 12/30 〜 1/3 休

【特典例】

●KKRホテル熊本

すぐに使えてとっても便利

０ １ ２ ０・５ ４・９ ６ ６ ２

約で

総額より
20万円分割引

●熊本ホテルキャッスル

アクアクララ の特徴

お得!!

検索 ←
熊本ヤクルト

熊本ヤクルト

・軟水だからまろやか

①初回限定、ウォーターボトル
（12ℓ）を1本分1200円

■ 開 催 地 ／KIS本社ビル

成長 の 糧 に！

■実施内容／KIS新規事業の創出
（詳しくはリクナビで！）

交 通 費有り！

株式会社KIS リクナビ
お問合せ：TEL.096
（379）
2231 担当:園田／渡邊
営業時間／8:30〜17:30 土・日・祝・年末年始定休

象／大学生・大学院生・専門学生・高専学生

プログラミング
なし！

■応募資格／ITに興味がある方
（文系・理系問いません！）

体験型
インターンシップ！

採用者には5000円の
商品券をプレゼント！
↑申込みは
QRコードから

・80 〜 90℃のお湯が

（税別）
の料金で３本に！

超えるカップルが来店し

☎096-340-2512

☎096-327-9595 ☎096-334-0312

光の森店

はません店

三年坂店

13

20

【特典例】

まずは4 週間「ヤクルト400」
「ミルミルS」
20

チャペル挙式料
プレゼント

●エルセルモ熊本

株式会社KISは2020年に創立50周年を迎える熊本を地場としたIT企業です。
ソリューションを提 供しております。
そんな 私たちKISは2月に大学生向けの

今日より明日を楽しくさせる情報サービスパートナーとしてお客様に優位性のある

インターンシップ を 開 催します。IT企 業 にちょっとでも 興 味 のあるあな た！
是 非、
この 機 会に参 加してみませんか？

テレワーク
ソリューションの風景

さらに事前予

ブライダル無料相談カウンター

（合計2

す
式場相談に限りま
※新規来店・結婚
ットとなります
ル1組につき1セ
ップ
はカ
ード
※クオカ
ップルに限ります
のカ
来店
でに
日ま
※2019年1月31

【特典例】

●アンジュールハウス

仕事は楽しく！遊びはまじめに！
まずはお気軽にお申し込みください！

事前予約で２０００円分のクオカードがもらえます︒昨年は

で
各店へ新規来店
る‼
も れ なくもら え

来店者全員に

留守がちな人には
「保冷ボックス」に
お届け

●ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

1

KISインターンシップの詳細について
学 部 不 問！

■対

私 服でOK！

平成31年2/18
（月）
〜2/22
（金）
5days

無限大

ICT × あなた ＝

１月は
〝結婚準備〟
の好スタート期＆お得！

2019.1.3 〜 1.31

期間

熊本

●アーフェリーク迎賓館

新春を、
「アクアクララ」で健康的に好スタート

ゼント
2019年 お年玉プレ

貸出無料！
【保冷ボックス】

最大20万円分の特典がもらえる「Ｗコラボプラン」対象式場

ダイイチライフ
アクアショップ

ウォーターボトル１本分1200円の料金で3本お届け
初回限定！

・１ℓ /100円
（税別）
と経済的

なんと、2400円
（税別）もお得

1

∞
KISインターンシップ募集！
新春号
2019年
＜21＞

