リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON

結婚式の着物が9800円！

年会費通常1000円

→ 無料

扌

※１枚で１人、2019.4.11～5.17まで

レンタル着物

マイン 熊本店

レンタルマイン

検索←

時、水曜休（祝日は営業）

66

営業／午前

時～午後７

住所 ／北区龍田７ノ１ノ
60

10

写真上／オーク・タモ・ウォルナット材の３素材を
贅沢に使用 写真下／高級ウォールナット材ベンチ
タイプ。※ともに４～６人掛サイズあり

創業 年。家具専門
店の新築フェア！

☎０９６
（３３８）
７０２１

ほか豊富な材質＆デザイン家具を多数展示！

新築での新生活。洗練

された家具に囲まれて心

豊かに暮らしませんか？

同店では“ご新築フェ

ア”を開催中。専門知識

豊富なスタッフが、家具

のトータルコーディネー

トをサポート。平面図を

持参するとレイアウトの

提案もしてくれます。多

彩な品ぞろえと良心価格

は、足を運ぶ価値あり！

「モーニング・黒留袖セット」⋮２万４６００円

今年も！ ドイツビールとグルメの祭典

3300円分の飲食ができる

横浜など全国でも人気のフリューリングフェスト。
歌って踊って飲んで食べて⋮開放的な気分に！

を さ ら に 盛 り 上 げ ま す。

ビール好きもファミリー

い、ゴクゴク飲み干して。

も楽しめる、陽気なイベ

ヴルストやプレッツェル

３３００円分の飲食が

陽気な音楽とビール＆フード！
オトナも家族連れもわいわい賑やか

の春のお祭り「フリュー

などドイツならではのグ

できる前売りクーポンが

ントですよ。

リングフェスト」が、今

ルメも豊富です。本場ド

３０００円で販売中。早

ぷり注がれる本場の味わ

年も熊本にやって来る！

イツの音楽やダンスなど

めにゲットして＝下図。

ビール都市ミュンヘン

日～５月

気分があがるステージイ

24

前売り券がおトク

６日、花畑広場にて。期

ベントも連日開催、会場

期間は４月

間中はドイツビールが一

土からお皿まで

堂に大集合。１杯にたっ

ベンダーやローズマリ

強健で香り高いオールドローズ、モダンローズをはじめ
九州最大級の品ぞろえ。オリジナルの土や肥料も人気

この春から花を楽し

南阿蘇 ASO STEAK

桜と一緒に、贅沢
肉料理も堪能！
絶妙のハーモニーにほっ

ぺが落ちそう！ 和風や

トマトソースなど、３種

分～午

30

のハンバーグもぜひ。

営業／午前 時

67

11

桜の見頃を迎える南阿

後６時、木曜休

〔阿蘇郡南阿蘇村河陽2168〕

蘇。お花見のあとお腹が

阿蘇
下田城駅

☎０９６７（ ）３０２４

149

すいたら、上質な肉料理

●

至高森

●

阿蘇西小

立野駅

土からお皿まで

が愉しめる同店へ。人気

のチーズハンバーグは国

産牛を１００％使ったシ

ェフ自慢の一品。手ごね

至大津

325

加勢駅

だからふっくらジューシ

ーです。あふれる肉汁と

絡まる濃厚デミグラスソ

ースにとろ～りチーズ…

●
長野
阿蘇神社

阿蘇
立野病院
●
ヒライ
●

など込みで２万４６００

扌

検索 ←

主催／くまもとフリューリングフェスト実行委員会

お肉激旨、手ごねハンバーグ

※１枚で4人まで 2019.4.10～5.31まで

マスミ

4月24日（水）～5月6日（振・月）、花畑広場がドイツ一色

イベント

検索←

グルメ

■土からお皿まで
【昼夜OK！】食事を注文時にクーポン持参で

ソフトドリンクを
無料サービス！

ー、エルダーフラワーな

リビング読者限定 COUPON

めるツルバラが人気
どのハーブやワインブド

ウ苗もガーデンアイテム

として提案しています。

営業／午前９時 分～午

30

バラとハーブの苗でネ

ットショップを始めて

年。今では全国から人が

〔菊池郡菊陽町辛川917-1〕

☎０９６
（２８５）６８８９

至空港

後６時、無休、Ｐあり

●
ＧＳ

訪れる同店。国体道路沿

●

● ●
パークドーム

15

家具

熊本大学から旧国道57号線を阿蘇方面へ車
で10分。
Ｐ30台完備

Herb＆Rose （ハーブ＆ローズ）
ハーブ＆ローズ

い、ビニールの連棟ハウ

至阿蘇

カメラの
中野

国体道路
至県庁

ハーブ＆ローズ

県民
運動公園

免許
センター

東バイパス

熊本ＩＣ

●

ス。野バラに囲まれた駐

車場の先には、花の鮮や

かな色と香りを楽しめる

大苗かつ同店でしか手

別世界が広がります。

に入らないオリジナルロ

ーズのスイートココやラ

ハンズ
マン ●
国道57号線菊陽バイパス
●

ご当地くまモンステッカー
e-KAGU マスミ巧芸社
5枚セットをプレゼント！ 扌

バラとハーブの大苗1万2000株

2019.4.10～5.31まで

＜8＞

こだわりたい！新築家具なら

「リビングを見た」で家具を購入すると

園芸

合計金額より 1000円引

至光の森

円とお得です。

２０２０年成人式の予

約も増えています。問い

合わせはお早めに！

リビング読者限定
「リビングを見た」で1万800円（税込）
以上購入すると

土曜日

家 具

■マスミ巧芸社

H31.4.11～4.16まで

ヘアメイク・必要な小物・着付けがセットに
なって、さらにお得！ ︵税別︶

正絹の着物、着付け
も付いてこの価格

結婚式が続くと服装に

も 悩 み ま す よ ね。「 い つ

10

時～午後７

〔中央区桜町4-10-1階〕

もと雰囲気を変えたい」 営業／午前

新市街
辛島
ローソン 公園
セブン
●
● イレブン

時、水 曜 休 、 駐 車 場 な し

旧県民
百貨店

と思ったら、マインで着

銀座通り

物 の レ ン タ ル は い か が。 ☎０９６（３４２）４７４３

● マイン

結婚式の華やかな場に最

適な訪問着や振袖が全て

９８００円
︵税別︶。着付

けや草履、バッグなどの

小物もセット。親御さん

用の黒留袖やモーニング

も、着付けやヘアメイク

市民会館 ●

リビング読者限定 COUPON

レンタル

■レンタル着物 マイン 熊本店

2019年4月13日

くまもとフリューリングフェスト 2019
●日程／ 4 月 24 日（水）～ 5月 6 日（振・月）
●会場／花畑広場 ※辛島町電停すぐ
●時間／平日 16:00 ～ 21:30（21:00os）
土日祝 11:00 ～ 21:30（21:00os）
●入場料／無料 ※雨天決行
※価格はすべて税込
本場のビールが
6 銘柄 20 種類！

本格ドイツグルメ
がい～っぱい

多彩なステージ
で盛り上がろう

有名どころから珍
しい銘柄までとこ
とん飲み比べ！

プレッツェルなど
ビールが進む本場
グルメも勢ぞろい

会場を盛り上げる
音 楽 や ダ ン ス。 陽
気な気分に

前売りクーポンが3000円！
（300円券×10枚・300円割引券×1枚）
熊本市の
◦ P コード :992-134
◦セブンコード :073-187 プレイガイド
でも購入OK
◦ L コード :83301

◦イープラス :https://eplus.jp

【問合せ】くまもとフリューリングフェスト
事務局（ＴＭエンタテインメント内）

リビング読者限定 COUPON
■くまもとフリューリングフェスト2019
専用レジでビールを買うと

カクテルシュリンプ
（ミニ）プレゼント！
ハンバーグ200gにライスとサラダ、スープまで付い
て1450円
（税別）。「コスパ良すぎ！」と好評です

※1枚で1食、品切れの場合
は別の商品となります
2019.4.24 ～5.6まで

受付／ 10:00 ～ 17:00、土日祝休
共催／テレビ熊本、TMエンタテインメント
後援／熊本市、ドイツ連邦共和国総領事館

扌

※イメージ

1 0120・870・906
くまもとフリューリングフェスト

検索 ←

詳細は HP へ！

