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2019年1月12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

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！

RITA-STYLE 上通店・新市街店

H31.1.9～定員になり次第終了

甘くておいしい「ゆうべに」

【宛先】〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県農産園芸課 果樹・花き班「プレゼント」係

熊本県果樹生産振興対策本部

ハガキに①〒住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号
⑤いちごを買うときの基準を記入し、宛先まで
※平成31年1月23日（水）当日消印有効

﹁ゆうべに﹂
を抽選で
うべに﹂をぜひ味わって︒

問合せ／果樹・花き班

【選び方】へたの部分まで紅色に着色し、
傷やつぶ れがなく、大きめの果実がおす
すめです

☎ ０９６
︵３３３︶２３９２

毎日くだものを食べよう！

ギャラリー

５人にプレゼント

熊本県は全国３位の出

荷量を誇るいちごの大産

地︒玉名︑八代︑球磨な

月から順調

ど県内各地域で栽培さ

れ︑今季も
11

【栄養素】ビタミンＣが豊富で、発がん抑
制やストレス緩和作用があります。食物繊
維も豊富で便秘予防に役立ちます。妊婦
さんにおすすめの葉酸も含まれています

●いちご「ゆうべに」 プレゼント提供／JAグル
ープ熊本・熊本県青果物消費拡大協議会
※当選は発送をもって代えます（提供者からの発
送）。個人情報はプレゼントの発送のみに使用

器、郷土玩具ほか、現代の暮らしにフィットする家具も

熊本の伝統工芸、木工品の魅力
熊本県伝統工芸館

検索 ←

県住協

に出荷されています︒﹁ゆ

うべに﹂は︑熊本県が９

年かけて育成した新品

種︒果実は濃い赤色で粒

県民住宅協同組合

が大きく︑甘さと酸味の

なるほど
〝いちご〟
雑学

人気の便利家電をはじめ、豪華景品が当たる抽選会！

バランスが良い上品な

【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
体験希望は問合せフォームに記入を

１月12日
（土）
〜14日
（祝・月）新春見学会
延床面積／

検索 ←

熊本県伝統工芸館

洗面脱衣室
トイレ
UB
収納

・００㎡︵

１１７０万円プランの
間取り図一例

60

「ゆうべに」2パックを5人にプレゼント

味︒大切に育てられた﹁ゆ

の食事サポートや困った

秘訣も教えてもらえま

時何でも相談できる窓口

す︒すぐ入会に抵抗があ

など︑ダイエット成功の

ご馳走ざんまいの年末

る人こそ︑この機会を逃

お試し無料体験で
幸先よくスタート

年始も終わり︑我に返る

住まい

さずに︒早めに問合せを︒

1 0120・325・306

「リビングを見た」と伝えて

とたっぷりとついた贅肉

【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）
、

に ゲ ン ナ リ ⁝︒﹁ 今 年 こ

そ痩せる！﹂と意気込む

人に︑お年玉企画です！

人に

普段は実施していない

無料体験を︑先着

プレゼント︒カウンセリ

ング後︑会員と同じよう

にウェアを着て１対１ト

レーニングを実践︒毎日

10

食品

リビング読者限定

運動

上通り店・新市街店

洋室
（4.5帖）

ホール
玄関

収納

冷

DK
（13帖）

洋室
（６帖）

坪︶

18

タヌキの置物が4つのコマに分解される彦一
コマやきじ馬は、お土産にも人気です

1月12日（土）
・13日（日）
・14日
（祝・月）
モデルハウスで

抽選会イベント！

① 〜1/14（祝・月）、1階展示室
「冬のくらしと熊本の工芸」※入場無料
② 2 / 2 6（ 火 ）〜 4 / 7（ 日 ）
、2階企画・常設展示室
熊本県伝統工芸館収蔵品展「木の工芸展」※要観覧料

県産杉・桧のムク材を使用し自然の温もりに包まれる家。耐震性
に優れていることもポイントです ※イメージパース

【特賞】1人

でも古来より豊富な原木

品が豊富にあります︒中

人吉など県内各地に工芸

球磨家具は︑重厚で味の

木を組み接合する人吉・

使い鉋と鋸とノミだけで

ます︒そのほか一枚板を

自分用にはもちろん︑贈り物にも

を活かした木材加工業が

木目の美しさが特徴の

ある佇まいが人気です︒

熊本には︑
八代や天草︑ 人が１つ１つ手がけてい

盛んだった人吉・球磨地

熊本城・
市役所前
電停

挽物は︑桑やけやき︑桜

などを素材に茶筒や皿な

熊本
通町筋
市役所 電停

方の木工品は︑幅広い世

人吉の永野でつくられ

●熊本ホテル
キャッスル
●

熊本城

坪井川

●
加藤
神社

代から人気です︒

ます︒熊本県伝統工芸館

る 曲 物 は︑ 相 良 藩 時 代︑ どの食器類が充実してい

では︑これらの工芸品を

きじ馬の箸置き

（税込540円）
プレゼント
※無くなり次第終了

保護を受けていたほどの

■熊本県伝統工芸館 【20人限定】
「ショップ匠」でクーポン持参の上、
税込3000円以上購入すると

貴重な品︒今でも先代か

● 伝統工芸館

リビング読者限定 COUPON
行幸坂

10120・1500・78
☎096（213）1500

曲げ物（左）や温もりある
おもちゃ
（右）も人気

展示販売しています︒

会社法人等番号／ 3300-05-009148
住／熊本市中央区水前寺4-54-4
営／ 9:00 〜 18:00、年中無休
モデルハウスは駐車場完備

【挽物（ひきもの）】ろくろで材料を回転させ、刃
物を当てて削り出して成型。美しい木目や柔ら
かみを感じさせる質感は伝統工芸ならでは

らの技術を受け継いだ職

県民住宅協同組合

新春モデルハウス見学会で運試し

さ ら に︑﹁ カ ッ プ ボ ー

ドプレゼント券﹂
も配布︒

ルハウス内に展示され

県 民 住 宅 協 同 組 合 は︑

ているカップボード︵幅

熊本県の認可を受けた県

２０１９年の幕開けにふ

１８００㎜︶と同タイプ

下 一 社 の 住 宅 協 同 組 合︒ 施工契約後に︑本社モデ

さわしい︑スペシャルな

の商品がもらえるチャン

スです︵有効期限はイベ

●

イベントが今週末に開催

ント最終日より２カ月︶︒

GS
●

●しゃぶ葉

されます︒

本社モデルハウスを見

H31.1.12・13・14、3日間限り

競輪場
●

平安祭典

●
九州電力

※数量限定

●

パス
東バイ

粗品をプレゼント

早稲田スクール
●

アイ歯科
●

県民住宅
協同組合

初春の
〝福〟を引き寄せ

クーポン持参でモデルハウス見学に行くと

学＆アンケートに協力す

■県民住宅協同組合

ると︑豪華抽選会に参加

リビング読者限定 COUPON

できます︵１家族１回︶︒ て︑素晴らしいスタート

※ほかにもステキな賞品が勢ぞろい！

を︒また家相に関するア

2つの料理が同時に楽しめる便利アイテム
収納もコンパクトでGood

ドバイスももらえるの

折り畳み式
両面ホット
プレート

暮らしをランクアップさ

【１等】3人

せてくれる最新家電をは

IH調理器としても
使える便利な炊飯器。
おいしいご飯で家族
を笑顔に…

じめ︑素敵な賞品ばかり︒ で︑気軽にどうぞ︒

銘柄炊き分離式
IHジャー炊飯器

住／中央区千葉城町3-35
営／ 9:00 〜 17:00、
月曜休（祝日の場合は翌日休）

※2月まで改修工事中、駐車スペース
が限られるので公共交通機関の利用を

☎096（324）4930

