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土曜日

大切な人、違いがわかる人へのお中元。阿蘇の大自然が育んだ素材×本場ドイツ仕込みの技！

トピックス1.

会えないからこそ気持ちを届ける、
「阿蘇の逸品」
（株）阿蘇ナチュラル・Ｊファーム

真の安全を追求する阿蘇

本物志向の美味しさと

んだ恵みと︑ドイツのマ

集める〝阿蘇〟の風土が育

として国内外から注目を

﹁なかなか会えないか

人を魅了しています︒

セージは︑食にこだわる

本物の美味しさは︑安心・安全から

ナチュラル・Ｊファーム

イスター仕込みの伝統製

想 い を 届 け た い ﹂﹁ ご 飯

の準備が大変と言ってい

た親戚を笑顔にしたい﹂

⁝など︑今年はお中元に

もいっそう心を込めては

いかがですか︒

組み合わせも自由

ギフト商品は︑３２４

類も豊富︒県庁東門そば

の直営店﹁ゲルマンハウ

ス﹂では︑プロのアドバ

イスを聞きながら︑贈り

先に合わせて組み合わせ

※価格はすべて税込

鶴屋百貨店地下１階に

県庁通り
神水・市民病院前電停

ることもできます︒

県庁東門
入口

も販売コーナーがありま

●

す︒こちらもぜひ⁝︒

県庁

住所／中央区水前寺6-38-16
※駐車場30台完備
営業／ 9:30 〜 21:00、水曜休

専用Ｐ

FAX.096
（382）
1889

東バイパス

ゲルマン
ハウス

☎ 096（382）
2555

世界最大規模のトレードショー
「IFFA」でも金メダル8個を受賞。
世界最高峰の食肉加工品コンテスト
「SＵ
̈ FFA」で6大会連続金賞にも！
トピックス2.

品質管理・衛生管理が徹底された
南阿蘇の工場で
食肉マイスターはじめ
スペシャリストが
心を込めて毎日製造

リビング

く〜 ぽ ん

ゲルマンハウス

ギフト商品

10％ OFF

通常の

※ゲルマンハウスに来店での
購入に限る
（送料無料商品は除く）

R2.7.1 ～ 8.31まで

やっぱり旅に出ないと味わえない︑至福の時間⁝

コロナ対策 バス1人2席利用で、通常販売価格1万3800円を9980円に！

旅行

杖立
「ひぜんや」
美食・温泉の日帰りモニターツアー
旅行企画・実施／熊本電鉄旅行センター

検索 ←

バスツアー

ジ

クマデンからメッセー

「熊本の観光業にエールを！」

NEW

んや」さんとタッグを組み、モニター
価格で実現しました。ぜひ応援を！

観光庁長官登録旅行業第2042号
総合旅行業務取扱管理者 石松靖啓

電鉄本社は無料駐車場完備（要予約）

くまでんおすすめグルメ
オンラインショップ開設！
くまでんツアーで
実際に味わった安心
グルメを自宅でも！

落ちこんだ熊本の観光業を盛り上
げ、皆さんを元気づけるために
「ひぜ

住所／中央区黒髪3-7-29
受付／ 9:00 〜 17:00（土日祝休）

国際線・国内線のＣＡ

として活躍した講師が丁

寧にレクチャー︒どんな

状況でもしなやかに美し

く対応する術を身につけ

ま す︒ 第 ３ 弾 の 今 回 は︑

しなやかに美しく

※写真はイメージ ※最少催行人員20人、添乗員同行、
幼児・小学生要問合せ ※道路状況により行程が変更に
なる場合あり ※モニター条件:アンケート記入

①セルフマインドコント

ロール︑②ストレスフリ

ー︑③オンラインで伝え

る 豊 か な 表 現 力 を 強 化︒

毎回︑表情筋・姿勢のト

レ ー ニ ン グ も あ り ま す︒

①心を整える／ポジティブ思考を身につける、
言葉の力 ②魅せ方／オンラインで映えるヘア
メイク、カラー診断、目力 ③音の印象／ボイト ●講師／出田里美（日本サー
ビスマナー協会認定講師）
レ、声の可動域、声の印象アップ… など

新しい自分探しを⁝︒

講座内容

時／ 7 月 25 日～ 7 月のみ第④土曜
第①土曜 10:30 〜12:30
●受講料／全 6 回 1 万 9800 円（税込）

癒しも福運も！
今必要なところへ

ステイホームを頑張っ

たからこそ︑疲れやスト

レスを一新する﹁旅﹂の大

切さを実感します︒

県内観光業の応援にも

●バス車内では1人で2席利用・
バス出入口に手指の消毒液完備
●事前の健康チェックシート記入
と出発前に非接触にて検温協力
●「外気導入モード」により、5分で車内空気の入替え
●食事は2名以上グループごとに個室・半個室にてご準備

●日

クマデン

申込み／☎ 096（345）
1111

わが社の 新・生活様式対応

輝く女性のエレガントメイキング

【お問い合わせはコチラ】

なる初のモニターツアー

では︑今だからこその﹁福

運三社めぐり﹂へ︒﹁ひぜ

んや﹂自慢の会席料理︵グ

人以上なら

月

2㊐・3㊊・5㊌・17㊊・
8 19㊌・23㊐・24㊊・
26㊌・30㊐

20

ループごと︶＆温泉も満

7 20㊊・26㊐・27㊊・
29㊌
月

【行程】電鉄本社（7:30発）-桜町BT（8:00発）
-道の駅大津-小国の福運三社めぐり-杖立温
泉ひぜんや（【ゆったり3時間滞在！】会席料
理＆温泉付き）-大観峰-道の駅大津-桜町BT
（18:00頃着）-電鉄本社（18:30頃着）

喫します︒

9980円

バス貸切も可能︑希望日

の別設定も問合せを︒

応援！
モニター価格（大人1人・税込）
モニター 【阿蘇小国町】福運三社めぐりと
ツアー 杖立温泉
「ひぜんや」会席＆温泉満喫

住所／熊本市南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません本館2階
受付／ 10:00 〜 19:30
（日曜〜 16:30、祝日は通常営業）
※短期講座のため入会金不要

ポークロースカレー×3
あか毛和牛カレー×3 ※常温セット

炭火高原ロースハム・炭火スモークベーコン・荒挽き
ソーセージ・フランクフルト・ポリニッシュフランク

０円〜１万８００円と種

炭火スモークベーコン・ポリニッシュ
ソーセージ・フランクフルト・ハーブ
ウインナー

今回初登場。レストラン
仕様のカレーを手軽に…

〈ANC-60〉6480円のギフト

〈AN-510〉5400円のギフト

〈ＡＮ-310〉3240円のギフト

（３７０）
１１１２
☎０９６

送料無料

の﹁阿蘇の逸品﹂︒世界農

人気商品を組み合わせた
バラエティ豊かな内容です

らこそ︑季節のご挨拶で

イチオシ

世界で最も権威あるドイツの品質協議会

「DLG」で
10回連続
金賞を受賞！

検索←

阿蘇ナチュラルＪファーム

法で仕上げたハム・ソー

気軽なギフトにぴったり
良質廉価なセット

ゲルマンハウス

業遺産や世界ジオパーク

毎年人気

直営ショップ・レストラン

常に最高品質を目指し

世界三大コンテスト全てで「金賞」受賞

「過去にご参加のお客
様が実際に味わった
逸 品 や、 お 土 産 商 品
を安心・安全な『お取
り寄せグルメ』として
オンラインショップ
で販売致します！」 ↑さっそく確認！

人気講座全6回で自分磨き
リビングカルチャーセンター はません校
あなたの やりたい がきっと見つかる！
←講座の一覧はホームページをチェック

