時／ 3月7日（土）13:00 ～ 13:30

※12:40 ～受付、先着20人（定員超過の場合、立ち見可）

ゲスト／ KIGURUMI.BIZ（株）
代表取締役 加納ひろみさん
会 場／ 本館6階 ピッコロの森
問合せ／ 玩具売場 ☎096（327）3500

©KIGURUMI.BIZ
©KIGURUMI.BIZ

くまモンぬいぐるみ 11万円（税込）。
高さ65cm、重さ3キロのビッグサイズ！
©2010熊本県くまモン#K31595

本館６階 中央エスカレーター横

【参加無料】 販売開始記念トークイベント
日

全国の主婦＆主夫延べ8万3247人の声が集結

大賞が決定しました！

主婦＆主夫が
「助かった」
と実感した商品やサービスを選ぶ
「助かりました大賞」
。全国から延べ8万3247人の投
票の結果、第26回の金・銀・銅賞が決定しました。読者審査員と編集部が表彰に伺い、喜びの声を聞いてきました！
リビングWebでは読者審査員の表彰の様子も紹介しています。http://r.living.jp/mrs/tasukari26result

食 品・飲 料 部 門

日用品部門

金賞

金賞

ローソン

バスチー バスク風
チーズケーキ

金賞

P＆G

PayPay

ジョイ ミラクル・
クリーン泡スプレー

PayPay

お客さまに
「わくわく楽しんでもらえるスイーツ
を」
と思い、商品づくりだけではなく、ネーミング
やパッケージにもこだわった商品ですので大変光
栄です。今後もバスチーに続く、わくわくできるよ
うな商品を開発していきたいと思います。

この製品は、ジョイブランド初のスプレータイプと
して発売しました。大きな調理器具から小さなもの
まで洗える、2種類の泡が出る仕様も多くの方に支
持していただき、うれしいです。これからも、皆さま
のニーズに応えられる製品を開発してまいります。

おかげさまでPayPayはサービスの開始から約1
年3カ月で登録者数が2300万人を突破し、加盟店
数も185万カ所に。2020年も皆さんに
「助かった！」
と思っていただけるような便利なサービスにしてい
けるよう頑張っていきます！

ローソン ベーカリー・デザート・FF部 東條仁美さん

P＆G 広報渉外本部 大関佐和子さん

PayPay プロモーション部 内池大輔さん

ハウス食品

銀賞 「大容量ねりスパイス」
シリーズ
中身のキレの良さにこだわった 逆立ちボトル
の大容量シリーズは、料理に使いやすいと好評で
す。今後もシリーズの拡大など、役立つ商品をお
届けできるよう、開発に取り組んでまいります。
ハウス食品 食品事業三部 戸矢崎裕希さん

ライオン

ルックプラス
バスタブクレンジング

銀賞

洗剤をかけて60秒後に流すだけのこすらず洗え
る新方式で、
「掃除がホントにラクになった！」
と賞
賛の声と共に、数々のヒット賞をいただいておりま
す。これからもお風呂掃除をラクにしていきます！
ライオン リビングケア事業部 赤間直人さん

アサヒ飲料

銅賞

サービス部門

アサヒ 十六茶・六条麦茶
ラベルレスボトル

オリエンタルランド

で「ディズ
銀賞 「東京ディズニーリゾート・アプリ」
ニー・ファストパス」を取得できるサービス
ディズニー・ファストパスがアプリで取得でき
ることで、パークでの時間を有効に活用できるよ
うになりました。ゲストの皆さまに、ステキな思
い出をたくさん作っていただけたらうれしいです。
オリエンタルランド 経営統括部 横尾裕幸さん・千葉香奈さん

ジョンソン

スクラビングバブル トイレ
スタンプ消臭成分in

銅賞

銅賞

20世紀フォックス ホーム
エンターテイメント ジャパン

映画『ボヘミアン・ラプソディ』

ラクでエコ な世界観を評価していただけたと
うれしく思っております。これからもラベルレス
ボトルの良さ、アサヒ 十六茶・六条麦茶のおいし
さを広めるべく努力してまいります。

トイレ掃除を少しでも楽に、簡単にしたい と
いう思いで開発したトイレスタンプです。今後も、
皆さまに 助かった と感じていただけるような製
品の開発に努めてまいります。

たくさんの方々に支持していただき、親日家だ
ったフレディも喜んでいることでしょう。ブルーレ
イやデジタル配信には、そこでしか観られない映
像特典を収録しています。ぜひお楽しみください。

アサヒ飲料 マーケティング本部 飯島宙子さん

ジョンソン マーケティング部 大野真史さん

20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン マーケティング本部 鈴木英恵さん

これからも、
まんなかに、
くまもと。

2021 RECRUIT
CHALLENGE to the FUTURE
◇ 2 0 2 1 年 度 社員募 集 ◇
職種

総合職

書類選考

※社員はすべて総合職（報道・制作・編成・営業・事業・総務・技術・アナウンサー等）
です。

応募資 格

応募方法

1998年４月２日以降の出生で、2021年３月に高等専門学校卒業見込みの方。
1996年４月２日以降の出生で、2021年３月に４年制大学卒業見込みの方。
1994年４月２日以降の出生で、2021年３月に大学院修了見込みの方。

待遇と勤務 【１】採用予定日／2021年4月1日

※2020年 秋卒業・修了の方を含む

◆給与（大卒）
：月給 214,800円（2019年4月実績）社員住宅手当・年金補助手当含む。
別途、通勤手当等あり。

【step.１】
就 職 サイトの『リクナビ』にてエントリーして下さい。
（ 必須）
【step.２】
エントリーシート
（OpenES）を 提 出して下さい。
（ 必須）
※詳 細はTKUホームページにてご 確 認 下さい 。

受 付期間

お問い合わせ

◆多数の応募 者が予想されますので、
書 類 選考を実 施します。
◆書 類 選考の結果は、
4月初旬にご 連 絡します。

【エントリー期間】3月1日（日）〜3月21日（土）【OpenES受付】3月1日（日）〜3月22日（日）

（株）
テレビ 熊本 総務部 採用係

【２】待遇／社員
（総合職）
※採用後試用期間あり。

◆勤務地：テレビ熊本本社、
東京、
大阪、
福岡の各支社および関連会社
◆その他：将来、
志望する業務以外への異動、
勤務地の変更、
出向などを行うことがあります。
◆合否についてのお問い合わせは一切お断りいたします。 ◆個人情報は採用活動のみに利用し、
採用活
動終了後は速やかに廃棄します。なお、
採用決定者については、
社員の個人情報と同様の取扱とします。

☎096
（351）
1124〔直通〕平日10：00〜17:00 E-mail:saiyou@tku.co.jp TKU

くまモンぬいぐるみ販売

鶴屋

ふわふわの毛並みやデ

た、手作りのくまモンぬ

ィテールを忠実に再現し

いぐるみ。３月４日（水）

国内外の多くの着ぐる

～鶴屋で販売開始です！

したから、クオリティは

みを手掛ける会社が制作

頑固な肩こり・腰痛に悩む女性のた
めのサロンが登場。熊本でも数少ない
「新型ラジオ波」が、体の深部まで温め ☎090（7165）0210
営／10:00～19:00、月・火休
ます。さらに女性オーナーの“大きな手 住／中央区水前寺
のひら”で心も体もリフレッシュ。「力 1-32-28-203
強いマッサージが得意」というこだわり （水前寺駅徒歩５分）
※女性専用、税込、
美に携わって20年以上のオーナーが丁寧にヒアリ
の手技…これは期待大です。「リビング
完全予約制
ング。無理な勧誘もないので安心して過ごせます
を見た」＆ライン予約で初回半額！
【URL】marimari.jp

族の一員として、お家に

マリマリ

まさに
″本物”
。小さな家

mari.mari

部分集中コース(30分)
6000円→3000円
予防コース(60分)
9800円→4900円
本格改善コース(90分)
1万3000円→6500円

販売を記念して、無料

肩こり腰痛ケア専門 水前寺エステサロン

迎え入れてはいかが。

NEW 頑固な肩こり・腰痛も集中ケア。LINE予約で初回半額
OPEN
リビング限定キャンペーン

ト ー ク イ ベ ン ト を 開 催。

土曜日

や、秘話が聞けますよ。

2020年2月29日

ぬいぐるみ制作への思い
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