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リビングカルチャーセンターはません校　熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館2階）
営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）　 ☎096-370-1112

講　師／石田 貴子
日　時／②③④木曜　10:30～12:00
　　　　【月3回】
受講料／4820円 ※税込　
入会金／3300円　3/31までの入会で0円

詳しくはコチラ5/14（木）～スタート

お申込み
お問い合わせ

呼吸と身体を
感じるヨーガ

注目の新講座

強く・しなやかに！

「リビング熊本」読者20人に

プレゼント!

3月17日発売

　　　　　　　  ストップ！ 20歳未満飲酒・飲酒運転。妊娠中や授乳期の飲酒は、
胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。ほどよく、楽しく、いいお酒。
のんだあとはリサイクル。

リキュール（発泡性）①
※応募者の個人情報はプレゼントの発送・確
認にのみ使用します。 ※当選者の発表は賞
品の発送をもって代えさせていただきます　
※応募は、満20歳以上の方に限ります。20
歳未満者の応募はできません。

応募方法

応 募 先

https://www.livikuma.com/
または右の
二次元コードから
簡単アクセス

応募締切

2020年
3月27日（金）23：59必着

リビング熊本ホームページ内にある応
募フォームより〒住所、氏名、年齢、電話
番号をご記入のうえ、ご応募ください

今回紹介した「アサヒ ザ・リッチ」
（350ml・6本）を抽選で

リビング読者20人にプレゼント!

プレミアムビールを目指してつくった、贅沢新ジャンル。

「贅沢醸造」で丁寧にこだわってつくり、

贅沢なコクを実現しています。

アルコール分は、すこし高めの6％。

日々をちょっとリッチな気分でくつろぐのに

ふさわしい商品です。

30代
男性

50代
男性

麦の香ばしさと苦味と麦の濃さが強くて、
　　　　とても飲みごたえがありおいしいです。

麦のコクを感じました。苦味があって（強くて）
飲みごたえがある。まろやかな口当たりが良いです。

40代
女性

本当にプレミアムビールを飲んだ時のような
　　満足感がありました。すごくおいしかったです。


