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2019年3月9日

土曜日

県産もち米を100％使用。こだわりの味なら心伝わる贈り物に

「春クラス」は３月末まで入会金が20％オフ、家族割りで50％オフ
大人気ケロポンズ＆ぷっぷるの 「池の
雨」動画もチェック。画像はポスター

レッスンを希望なら有明

績をだす優秀な講師陣が

ヤマハ音楽教室・ヤマ

は５月にスタート。英語

指導してくれます。

ハ英語教室の「春クラス」 楽器へ。コンクールで実

教室は定員になったクラ

10

時～午後７

３月6日（水）～８日（金）オープン4周年祭開催

営業／午前

ヤマハメソッドでついた力は高校・
大学入試でも結果を出しています

スもあるのでお早めに！

☎096(370)8311

30

分、土日祝＝～午後

南区流通団地2-4（平成大通り沿い）

時

■流通団地店（9:30 ～ 18:00）

※税別

☎096(234)1110

音楽をよく聞き、聴い

■甲佐工場店（9:00 ～ 18:00）

６時、無休

０１２０・９６８・１３３

1

10120・096・234

た音楽をドレミで歌い歌

うように弾く…音楽教室

では、耳と心を育て演奏

に必要な表現力が身につ

きます。英語教室は、英

語の歌を覚えさせそのま

ま 英 会 話 に つ な げ ま す。

相 手 の 気 持 ち を 理 解 し、

自分の気持ちを英語で伝

お子さんのピアノ個人

問い合わせ

える力を育てます。

法で軽い食感に仕上げら

れた「さっくり焼き」。

ゆめタウン光の森店限定！

入卒学のお祝いの返

定番のしょうゆ・サラ

礼、人事異動など…大切

ダ・えび・ざらめが入っ

●ＪＡ

〔上益城郡甲佐町芝原第一15-1〕

20

袋 入・

甲佐工場店

な人へのご挨拶が増える

●

木村のあられ

445

時期。そんなシーンに選

●ＧＳ

御船川

緑川
至松橋

106

て １ ０ ８ ０ 円（

御船ＩＣ

ばれる「木村のあられ」。

油、安心安全の製法で丁

寧に仕上げられた“こだ

わりの味”は、どの世代

にも喜ばれます。県外フ

ァンも多く、熊本自慢の

贈り物としても優秀。中

でもお勧めは、特別な製

浜線バイパス

イオンモール
熊本 ●

検索 ←

税込）～とお手頃。購入

有明楽器 ヤマハ英語教室 ヤマハ音楽教室
英会話イングリッシュハウス

木村のあられ通販

県産もち米１００％と

木村のあられ 慶屋

は、慶屋各店・通販で！

グループレッスン、個人レッスンもヤマハで決まり！

独自ブレンドのたまり醤

返礼やご挨拶…手土産には「さっくり焼き」を

お得!!
①無料体験当日の入会で
入会金5000円→20％オフ
②「家族割」なら、同時入会で２人目以降
入会金5000円→50％オフ
※価格は税別

H31.3.31まで

「2005年 第1回 ものづくり日本大賞」
を受賞した、女子必見の化粧筆が手にとれる

熊本ラーメンの定番「桂花」、通常680円が500円！ 年に１度、「白鳳堂」化粧筆の特別販売会開催
桂花ラーメン

ゆめタウン光の森店

場で１本ずつ丁寧に作ら

広島県熊野町の自社工

最適。期間中は特典も！

ちろん、プレゼントにも

やすいので、自分用はも

00：00

ぜひ会場へ足を運んで。

プレゼント！

れた「白鳳堂」の化粧筆

00：00

は、こだわり抜かれた“毛

2/28 2了16：00 00/00 00：00 00/00 00：00 00/00
固めのストレート麺に、濃厚豚骨鶏がら白湯スープとマー油が
絶妙に絡みます。ラーメンと餃子のセットを頼んでも650円！

了11：25齊

☎０９６
（３２７）
３２０２

筆のお手入れ用
19：20齊木 2/27
石鹸
00/00 00：00 00/00

10：30齊木 2/22 14：40齊木 2/22 19：20齊木 2/25

問合せ／本館１階化粧品

2/21 21：35齊木 2/22

先”が特長。常に毛先が

お得!!
期間中5400円以上（税込）
購入すると

肌の上を離れず、使う人

の思い通りに滑るよう設

計されています。

鶴屋限定で、パープル

の軸にピンクの金具が大

30

人かわいい「艶メイクセ

ット」（限定 セット）も

住所／ゆめタウン光の森

時～午後

00

10

適度なコシと肌当たり

南館２階フードコート内

ズ
0

本館１階 シーズンメッセージ
販売。

熊本ラーメンの老舗

営業／午前

通常680円→ 500円！
10
◦餃子5個
イル名 030901B23z07共ライザップ
通常270円→ 150円！
仁張
営業：浅田
制作：齊木
※価格は税込

鶴屋

検索←

の良さで初心者にも使い

店がオープン４周年を迎

☎０９６
（２３７）
６３６８

時（９時 分ｏｓ）、無休

30

「桂花」ゆめタウン光の森

え、感謝キャンペーンを

◦桂花ラーメン

開催。定番の人気メニュ

ー「桂花ラーメン」がな

餃子５

んとワンコイン５００円

の感謝価格に！

個も１皿１５０円とお得

です。「ありがとう」の気

持ちを込めた３日間限定

の大盤振る舞い、家族や

友達とお店に急げ！

３月6・7・8日限定！
ゆめタウン光の森店4周年祭

桂花ラーメン

PolarStar

基本6本Aセット 1万6524円（税込）

「白鳳堂」
化粧筆の特別販売会
ゲラチェック欄
※確認印をお願いします
TEL

期間／
3月13日
～ 19日
（火）
FAX
URL
検索（水）
ＱＲ
価格
日時
場所／本館１階 シーズンメッセージ

写真

あの話題の
「シェイプアッププログラム」
を4万9800円
（4回・税別）
でお試し、さらに読者限定1万円キャッシュバックも
企画／サンケイリビング新聞社 協力／ RIZAP

丁寧なカウンセリングが人気

今回のお試しでは通常全16回のうちの
いいとこ取りした4回を試せる！

春夏に向けた
ボディメイクをスタート。
親身な
トレーニングを体感

14

ＲＩＺＡＰのプログラムの秘密を体験
本気のボディメイクに取り組もう

の効果的なメニューを考案
●食 事指導、メンタル面など
も合わせてサポート

16

。通 「本気でシェイプアップ
少しずつ薄着になって ア ッ プ プ ロ グ ラ ム 」

2回、最短2カ月で実践

●専 属トレーナーが自分だけ

日
（日）
申し

トライアルモニターについての問い合わせは℡0120-016-408
（サンケイ
リビング新聞社）
。10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00
（土・日曜、
祝日を除く）
※5月31日
（金）
まで。RIZAPのプログラム等については上記HPで確認
を ※申込時の個人情報はトライアルモニターについての連絡に使用。
RIZAPに譲渡されます。モニター終了後、アンケートへの回答が必要
です。同意の上、申し込みを

●1回50分のトレーニングを週

くるこれからの季節。そ 常は全 回約２カ月間を を始めたい！」という人

● カウンセリング

4月14日
（日）
申し込み分まで

の前に、少しでも自信を かけて取り組む同プログ はこの機会がおトク。

● 食事指導

通常の「シェイプアップ
プログラム」のポイント

トライアルモニターの

「トライアルモニター」に
含まれるもの

マンツーマンの親身なトレーニング
● 専属トレーナーによるトレーニング

1万円
キャッシュバック！

持てる体になっておきた ラムを、いいとこ取りの

1回50分 全4回

今だけ！
リビング読者限定

いもの。春から新しいこ 全４回でお試しできるう 受付は４月

締め切り 4月14日（日）申し込み分まで
料金 4万9800円（税別）
さらにリビング読者限定で1万円がキャッシュバック！
※店舗はRIZAPホームページから確認ください
https://www.rizap.jp/

ッシュバックになる「ト 答を。本気のボディメイ

※リビング新聞の記事は、弊社および関連のｗｅｂサイト上に掲載され
ることがあります。著作権、著作者人格権、肖像権その他の第三者の権

http://r.living.jp/city/190308_rizap

とを始めたいなら、今が え、料金４万９８００円 込み分まで。モニター終

気軽にお試し

▼申し込みはこちらから▼

から１万円がキャ 了後にはアンケートに回
チャンス。ボディメイク （税別）

4万9800円（税別）で

“結果にコミット”でお ライアルモニター」を全 ク の 秘 密 を 体 験 し て み

トライアルモニター募集

を始めてみませんか。

あのRIZAPの
プログラムを全4回

なじみのＲＩＺＡＰが提 国のリビング読者６００ て。

全国のリビング読者6000人限定

供する話題の「シェイプ ０ 人 限 定 で 募 集 し ま す。

※ＰＤＦファイルの二次利用はご
遠慮ください。

リビング読者だけ！ 6000人限定トライアルモニターで
“結果にコミット”

