
TEL.096-359-3611
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） 9:30～17:30（12:00～13:00除く）

TEL.096-359-3311

2020年3月21日号〈36Ｐ〉 休日在宅医は5ページに掲載

登録は
コチラからリビング熊本の

チャンネル
紙面と連動した様々な動画を公開中 !
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第2回「リビングフリーマーケット」

日時／2020年5月30日（土）・31日（日）
　　　10:00～ 16:30
会場／グランメッセ熊本

入場料／おとな500円（中学生以上）
　　　　こども無料（小学生まで）※税込
※来場者多数の場合は、入場制限することがあります

5月30日（土）・31日（日）にグランメッセで開催！

リビングフリーマーケット出店者募集
主催/熊本リビング新聞社　後援/テレビ熊本・TKUヒューマン

県内最大級のフリーマーケットに
参加してみませんか？
　昨年多くの来場者で賑わった「リビングフ
リーマーケット」。第2回目が5月30日・31
日に開催決定、ただいま出店者を募集してい
ます。自宅で眠っている趣味・嗜好品や洋服、
食器などはもちろん、ハンドメイドアクセや
フラワーアレンジ、さらにプロ出店ではお店
のＰＲもＯＫ。家族や友達、サークルで…
ご参加お待ちしています！

出店区分 アマ（一般・個人） プロ（業者・生産者）

出店内容

出店料
（税込）

小間面積

家庭内の不用品、趣味の
収集品、手作り品、似顔
絵等のパフォーマンス等

仕入れ品、生産・加工品
の販売。飲食での出店は
できません

1小間:2ｍ×2ｍ 1小間:2ｍ×4ｍ

5/30（土）3700円
5/31（日）  3700円

6400円（両日）

2日間出店される方へ
「両日出店割引」がおトクです！

2万9700円（両日）

5/30（土）1万5600円
5/31（日）  1万5600円

【申し込み・問い合わせは】
リビングフリーマーケット出店事務局 （株）アドベンチャー
代表者のお名前、〒ご住所、電話番号、メールアドレス、希望出
店小間数（※）、出店内容を下記の出店事務局宛にお願いします。
※アマ出店の場合は1日1小間まで

【HP】http://yokakikaku.com/furima/

☎096（285）3441 ＦＡＸ096（285）3087

※出店区分や内容・出店に関しての注意点などはHPか出店事務局へご確認ください。
※お申し込み時点で枠が終了している場合は、キャンセル待ちとなります。●お申し込
みされた方の個人情報は本フリーマーケットの連絡、確認、資料送付のみに使用します。
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飲食出店も募集中！
詳しくは出店事務局まで

リビングフリーマーケット 検索←

趣味の作品も
売れるよ！

まだ使える家の
“お宝”が臨時収入に！
こども服、食器、バッグ、

収集品など…


