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個人情報について

応募者の個人情報の取得は熊本リビング新聞社とな
ります。インターネット応募のみサンケイリビング新
聞社が代行。

※プレゼントの発送にのみ利用します。発送は商品提
供元（下記ネットワーク各社、提携社、メーカー、発売元）
より行う場合があります。当選発表は賞品の発送をも
って代えます。同意の上申し込みを

【ネットワーク各社】道新サービスセンター、マ・シェリ、
仙台リビング新聞社、福島リビング新聞社、栃木リビン
グ新聞社、湘南リビング新聞社、静岡リビング新聞社、
名古屋リビング新聞社、北國リビング新聞社、京都リ
ビング新聞社、滋賀リビング新聞社、和歌山リビング
新聞社、播磨リビング新聞社、岡山リビング新聞社、
福山リビング新聞社、広島リビング新聞社、えひめリビ
ング新聞社、高松リビング新聞社、西日本リビング新
聞社、熊本リビング新聞社、南日本リビング新聞社、
琉球新報社、サンケイリビング新聞社

氏名、年齢、〒住所、電話番号、ほしい商品の
記号（Ａ～Ｘ）とその理由を書いて応募を。

【ハガキ】
〒860-8511（住所不要）
熊本リビング新聞社
「“ワン”の地域ブランド」
プレゼント係

【リビングWebから】
http://r.living.jp/
otoshidama2018nw

2018年1月31日（水）
※郵送の場合、当日消印有効

ハガキ
インターネット
で応募を！

ハガキの場合

パソコン・スマートフォンの場合

応募締め切り

プレゼント
応募方法

birth‒towel of organic 2人
使うほど肌がよろこぶ触り心地
　オーガニックを極めたスペシャルなバスタオル。毛足
が長くて強い高品質オーガニックコットンをふんだんに使
い、オレンジの抽出液と
石鎚山系の湧き水で丁寧
に仕上げています。タオ
ル王国の高い基準を満たす
「今治タオル」ならではの
やわらかさと吸水性を体
感してください。

えひめリビング新聞社
【えひめ発】

★バスタオル1枚約70×142cm　1万6200円

伊織
 0120-14-2020　FAX 089-948-5081

https://www.i-ori.jp

U

和紋（WAMON） 20人
日本の伝統的な柄の“マステ”
　倉敷市の粘着テープ製造メーカー「カモ井加工紙」は
和紙のマスキングテープで売り上げナンバーワン。オ
シャレな柄が文房具愛好家に絶大な人気を呼び、今や
壁の装飾など生活のあら
ゆるシーンで活躍。和紋
（WAMON）は日本の伝統
的な柄が幅広い年齢層に
好評です。

岡山リビング新聞社
【岡山発】

★網代・花菱・ねじり梅のデザイン6種類・6個セット
　1000円

カモ井加工紙ｍｔオンラインショップ
TEL 086-465-5800　FAX 086-465-5860
https://shop.masking-tape.jp/

R

広島牡蠣の
オリーブオイル漬セット 8人
広島牡蠣のおいしさ丸ごと！
　生産量日本一の広島牡蠣と厳選素材のおいしさを閉じ
込めた商品。ガーリックを効かせた「アヒージョテイスト」
と、グリルした牡蠣とスモー
クチーズを漬けた「グリル＆
スモーク」はどちらも人気の
逸品。そのままでもアレンジ
しても楽しめるオイスターグ
ルメです。

広島リビング新聞社
【広島発】

★アヒージョテイスト・グリル＆スモーク各170ｇ　
3390円

丸福食品
TEL 082-281-6659　FAX 082-281-6653
http://www.marufuku-omf.co.jp/

T

大人のゆず酒
シャーベットセット 10人
大人の時間にゆずスイーツ
　1805年創業の酒造会社が作るシャーベット。播磨の
酒米と雪彦山の伏流水で仕込んだ清酒に、姫路市の北に
位置する神河町特産のゆず
果汁を加えています。爽やか
な酸味はリラックスできると
評判！　お風呂上がりに楽し
む人も多いとか。味わった後
の運転は控えて。

播磨リビング新聞社
【播磨発】

★1個150ml、6個セット　2268円

壺坂酒造
TEL 079-336-0010　FAX 079-336-1530
http://seppiko.shop-pro.jp/

Q
イブ美豚（びとん）本格手作り
ハム＆ソーセージセット 5人

イノシシのうま味と豚の柔らかさが決め手
　和歌山県すさみ町で生まれたイノブタの次世代ブランド
「イブ美豚」は、あっさりとしていて臭みが少なく、特に脂
身はとろけるような柔らかさ
で風味とコクがあるのが特
徴。そのおいしさを最高の形
で味わえるよう、研究を重ね
た本格手作りの品です。

和歌山リビング新聞社
【和歌山発】

★あらびきウインナー 150ｇ、ホワイトウインナー 200ｇ、
モモハム150ｇ、ベーコン110ｇ、フランク150ｇ、焼き猪
豚150ｇ、ジャーキー30ｇ　5400円

イブの恵み専門店イブファーム
TEL 0739-55-2008　FAX 0739-55-3008
https://www.rakuten.ne.jp/gold/evefarm/

P

豊前海一粒かき 4人
恵み豊かな海で育った大粒のカキ
　福岡県東部の豊前海で生産される「豊前海一粒かき」。
漁師が一粒一粒、丁寧に表面の汚れを落とし、磨き上げ
ることから「一粒かき」と呼
ばれる北九州市が誇る水
産物です。波が穏やかで
栄養豊かな漁場で育つた
め、身入りが良く、大粒で
濃厚な味わいが特徴。

西日本リビング新聞社
【福岡発】

★生カキ約3㎏　5000円相当（箱代・送料込み）

曽根漁港　かき小屋はちがめ
TEL 080-5255-2491

V
鮮馬刺しセット「桜」 6人
日本一の鮮馬刺し豪華3点セット
　熊本名物の代表格「馬刺し」。馬刺し・馬肉生産高・日本
一を誇る菅乃屋でも、人気ナン
バーワンのセットです。馬肉本来
の甘みが感じられる霜降り、あっ
さりしたうまみでヘルシーな赤
身、秘伝のタレに漬けて炭火で焼
いたタタキを食べ比べ。5～6人
分なので、家族でどうぞ！

熊本リビング新聞社
【熊本発】

★霜降り・上赤身・タタキ各100ｇ、
タレ付　4320円

菅乃屋（千興ファーム）
 0120-829-198　FAX 096-282-0697

http://www.suganoya.com

W
黒あまざけ 3人
沖縄の宝「泡盛」の黒麹菌を使った甘酒
　泡盛造りで使われる「黒麹菌」を使用した甘酒。平成28
年度むらおこし特産品コンテ
ストにおいて経済産業大臣賞
を受賞。黒麹菌を使用するこ
とによりクエン酸を多く含み、
栄養価が高く甘ったるくない
果実風のさわやかな酸味が特
徴。ノンアルコール。

琉球新報社　週刊レキオ
【沖縄発】

★1本720ml、7本セット　7056円

忠孝酒造
TEL 098-850-1257　FAX 098-850-1204
http://www.chuko-awamori.com/

X

海苔師の生のり佃煮
「極（きわみ）」 10人
瀬戸内海産の一番海苔を佃煮に
　元板前の海苔漁師が、瀬戸内海で手間暇かけて育てた
海苔、その中でも7～8％しか取れない希少な初摘み一
番海苔だけを使い、清酒、和
三盆糖、無添加醤油、みりん
のみを加えた贅沢な一品で
す。ご飯のお供はもちろん、
パスタや炒め物、酒の肴にも。
福山ブランド認定品。

福山リビング新聞社
【福山発】

★1個110ｇ、2個セット　3240円

マルコ水産
TEL 084-986-2418　FAX 084-986-2399
http://www.maruko526.jp
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※価格は税込 ※記載がないかぎりイベント・ライブは観覧無料です ※モリコーネテラスでのライブは雨天時は店内イベントスペースでの開催になります

1月
2018

今おもしろいモノ・コト・ヒトに注目し、新たなカルチャーを発信する「蔦屋書店 熊本三年坂」
2018年もあなたの好奇心を刺激する、さまざまなイベントや催事を月イチでお届けします！

WORK SHOP

PRESENT

話題のモザイクランプ体験が蔦屋書店に初上陸！ 講師がしっか
り指導してくれるので未経験者でも素敵なランプを作ることが
できます（制作後は仕上げ作業が必要なため後日のお渡し）

『モザイクランプ』
制作体験
1.13（sat） 1.20（sat） 
10:00~20:00（最終受付～18：00）
会　場／地下イベントスペース
定　員／随時5名（時間は約1.5～3h）
参加費／9504円
※作業後の配送料 別途1296円 

街中で星空を鑑賞しませんか？　星のコーディネーター・ポーリー先生による季節の
星の見え方を学んだ後、当館の屋上から星の鑑賞会を行います
※小学生以下のお子様は保護者の付き添いが必要です　※雨天時は屋上での星の鑑
賞会が中止となる場合がございます

『まちなか星空観察』
1.30（tue） 19:00~20:30
会場／地下モリコーネ
定員／20名（先着順） 参加費／1000円
　　　地下モリコーネの1ドリンク付き
　　　小学生未満の方は無料となります
申込／「まちなか星空教室イベント窓口」
☎096-206-9948（蔦屋書店熊本三年坂）

『Leola』
インストアライブ

2/7リリースの5thシングル「Puzzle」は映
画の主題歌として本人の書き下ろし。当日対
象商品を全額前金でご予約頂くと先着で「イ
ベント参加券」を進呈します

1.7（sun） 13:00~
会場／
三年坂モリコーネテラス 『TRIPLANE』インストアライブ

北海道出身の4ピースバンド。「ONE PIECE」
などタイアップ多数。7thアルバムのリリース
を記念してミニライブ＆サイン会を開催！

1.21（sun） 15:00~
会場／三年坂モリコーネテラス

LIVE
il Ｂigu『ｍａｓｔｅ』
マスキングテープ
つかみ取り

会　場／2Ｆイルビグ店内
参加費／500円

マークスのマスキングテープ「マステ」は、小っちゃめサ
イズと豊富なデザインバリエーションで人気を集めて
います。このマスキングテープのつかみ取りを期間限定
で開催。オフィスで自宅で大活躍すること間違いなし！

EVENT

アットコスメ
『コスメビューティフェスタ』
1.27（sat） 1.28（sun）
11:00~18:00
会場／1Fカリーノ坂入口
　　　2Fアットコスメ

3240円以上のお買上げ
でサンプルつかみ取り。
27日は体験スタンプラ
リーも開催。3つ集めると
プレゼントをお渡し！

EVENT

・コーセー「コスメデコルテ」メイク体験
・アユーラ「フェイスパウダー」体験
・資生堂「ホットクレンジング」体験
・カネボウ「KANEBO」メイク体験
・シェルクルール「お肌を知る会」

1F

2F

WORK SHOP

期間中の来店で1000円分のクオカー
ド進呈。さらに事前予約をすると＋
2000円分（合計3000円分）のクオ
カードをプレゼント！

※新規来店・式場相談に限ります ※特典はカップル1組につき1回 
※1月は混雑が予想されるので事前予約がお勧めです

レイ＆トゥエルヴ コンシェルジュ
『Bigなお年玉プレゼント』
1.3（wed） ~1.31（wed）
11:00~20:00
予約／☎096-327-9595

1.2（tue） ~1.8（mon）
10:00~24:00

EVENT INFORMATION

カリーノ下通　☎096-322-4141
住所／熊本市中央区安政町1-2　

蔦屋書店 熊本三年坂　☎096-212-9111
営業／10:00～25:00（一部店舗を除く）、無休（元日のみ休）

蔦屋書店は深夜1:00まで営業中 Tポイントが貯まる!


