ふんわりスポンジにあ

いい夫婦の日にケーキの花束を
お菓子の香梅
２２００円︵税込︶ 縦 ㎝×横 ・５
㎝×高さ５㎝ ※日保ち 冷蔵１日

っさりした生クリームと

フレッシュいちご︒ハッ

ピーな気分になれるオレ

ンジ色のチョコフリル

と︑パティシエの技が光

るチョコのバラにガーベ

ラ︒ た ま に は ゆ っ く り︑

二人で甘い時間を⁝︒

１箱︵２個入︶２３００円
︵税込︶
※日保ち 日︵開封後は２日︶

30

問合せ／白山本店︵午前

お菓子の香梅

30

分 〜午後６時 分︶

限定品
「美玖里」
栗きんとん

９時

み く り

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

栗の中でも大果で味わ

い深い菊池産の
﹁美玖里﹂

のみを使った栗きんと

ん︒昨年の大好評に応え

土曜日
て今年も限定販売されま

す︒
栗を蒸すことにより︑

ふっくらホクホクした食

感に︒栗本来の自然な風

味を損なわないよう︑つ

なぎを一切使わず手間暇

かけた逸品です︒

30

2020年11月14日
問合せ／白山本店︵午前

30

分 〜午後６時 分︶

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

９時

＜3＞

30
受取期間：11月17日（火）
〜 23日（祝・月）予約限定

「新嘗祭
（にいなめさい）」とは…
毎年１１月２３日に、宮中をはじめ全国の神社で行
われる、五穀豊穣やさまざまな実りに感謝するお祭
りです。自然の実りに感謝し、お届けする「栗きん
とん」
。ひと口ごとに広がる豊穣な味と香り…。
このうえない贅沢な味わいを楽しんで

11月21日（土）
・22日（日）予約限定品

ガーベラの花言葉は
「感謝」
ピンクのバラの花言葉は
「愛の誓い」

11

大切な人へのサプライズや両親へのプレゼ
ントにもいかが

10

特定原材料等／卵、
乳、小麦、大豆、
ゼラチン

熊本の名店が特別協力。和洋中がそろった21店の限定ディナー付

眼鏡やマスクをしていても気にならない。３年間の紛失補償付きもあります！

Wの助成で高級グルメ付ツアー 6300円！ 目立たない「オーダーメイド耳あな型補聴器」
旅行企画・実施／ TKUヒューマン

〝 マ ス ク を 着 け る と︑

補 聴 器 が ひ っ か か る ⁝〟

月 日︵水︶〜
日︵祝・月︶開催
聞 こ え の 悩 み・ 不 安 を︑

相談できますよ︒

３年間紛失補償付
も選べます

初めての補聴器で取り

という悩みが増えている

そう︒マスクが欠かせな

扱いが不安な人も︑紛失

場合も安心です︒ぜひ気

い今年は特に︑着け心地

が注目を集めています︒

軽に足を運んで下さい︒

快適な﹁耳あな型補聴器﹂ 補償付を選べば無くした

鶴屋で開催の﹁耳あな

分

型 補 聴 器 相 談 会 ﹂ で は︑ 営業／午前 時〜午後７時

※金・土〜午後７時

熊本西

検索 ←

す︒セミナー後はランチ

アイティコンサルティング

{hori@itcstg.jp

を楽しみながら︑気軽に

※感染症予防対策で少人数開催

意外と簡単に始め

下記連絡先まで

11:45 〜※15分前〜受付
【参加費】無料※参加は女性のみ 10120・737・154
（受付:平日9時〜17時）
【会場】八伍邸【定員】最大５人

質問できます︒

11/14（土）
・16（月）
・21
（土） 【申込】氏名・年齢・携帯
12/ 5（土）
・16（水）
・19（土） 番号・参加希望日時を

代の女性から

50

られる運用法って？

20

代〜

人気のランチ付きマネー

積立ＮＩＳＡや確定拠

セミナーが開催です！

出年金︵個人型＝イデコ・

企業型︶保険など︑おす

すめの運用法をアドバイ

ス︒聞いたことはあって

※①②コースともに、宿泊先が満室の際は別ホテルに変更になる場合があります
利用日の7日前までに申し込みをしてください
※上記ツアーは
「LOOK UP kumamoto」
キャンペーンの助成を受けています

もよく分からない︑始め

旅行代金から（A）と（B）の支援金を差し引いた金額が支払い実額になります

たいけど難しそう⁝とい

こ の 旅 行 は、 熊 本 市 旅 行 商 品 割 引 事 業（A:１万 円 分 支 援 ）、
GoTo トラベル事業（B:旅行代金35％分支援）の支援対象です

う人も丁寧に説明しても

熊本県知事登録旅行業 第2-232号

【お土産】肌美和
馬油スキンケア
セット

らえるから大丈夫︒プロ

受付／平日 9:00 〜 17:30
住所／北区徳王1-6-52TKUぷらざ2階

特典付き！

ならでは︑目からウロコ

（申込み）
d096（312）3153
{tour@tkuhuman.co.jp

マスクをつけても気にならない耳あな型補聴器

少人数制でお金のプロが丁寧にアドバイス。家計を見直して改善点をレクチャー

の知識やヒントが満載で

☎096（359）
3488（問合せのみ）

旅行代金２万2500円 （A）
１万円 （B）7800円

11

（株）アイ・ティ・コンサルティング 熊本西オフィス

宿泊代（２人１室利用時、
朝食付）、
エステ代（120分）、熊本城わく
わく座共通入園券、桜の小路お
※土・祝前日宿泊は＋2200円／人
買物・飲食券1000円を含む
さらに地域共通クーポン3000円 最少催行人員：1人、食事：朝食１回

【１日目】各自＝エステ（フェリシテ本店・120分）＝
宿泊（熊本ホテルキャッスル）
【２日目】ホテルで朝
食＝各自※２日目にエステを受けることもできま
す、
ただしエステは日祝・12/30 〜 1/3休、自宅
からホテル・エステ・城彩苑までの移動は自己負担

耳あなの形にぴったりフ

催行日〜 2021. 1/ 31
（日）

4700円

30

10

23 11

貯蓄ＵＰは上手な選択で！ ランチ付無料セミナー

②キャッスルに泊まる
贅沢エステ付きツアー
通常２万2500円が…
支払い実額

問合せ／鶴屋本館８階

【１日目】各自＝宿泊（熊本ホテルキャッスル・夕
旅行代金２万5000円
食は上記店から選択）【２日目】ホテルで朝食＝各
（A）
1万円 （B）8700円
自※自宅からホテルまでの移動は自己負担

ィットする補聴器をオー

※宿泊は熊本ホテルキャッスル（または同等クラス）、最少催行人員：1人、
食事：朝食１回・夕食１回、写真はイメージ、店舗への予約確認ができない
際は、翌日の回答になる場合もあります、予めご了承ください。

︵税込︶

２つ目はエステ付ツア

ー４７００円︒オークス

通り﹁フェリシテ本店﹂で

トリートメントケアを満

喫︒ 熊 本 城・ 城 彩 苑 桜

の小路買物券１０００円

分付です︒再建が進む熊

本城も間近で見られます

よ︒ 申 込 み は︑ メ ー ル・

ファクスでお早めに︒

問合せ／電話 申込み／メール・ファクス

青柳、加茂川、田吾作、オステリア・ダ・ルバクオーレ、
とみた、幸福論、弁慶、レ・セレブリテ、かど福、創食くらぶ、

補聴器オーダースタジオ

21店

から選べる 徳永北、 おく村、叙々苑、瑠璃紺、とらや、羅生門、桃花源、
ディナー付 薔薇亭、らむ、ラスペルジュ・ブランシュ、小大楼

※眼鏡・補聴器売場内

6300円

宿泊代（２人１室利用時、朝夕食付）
さらに地域共通クーポン4000円

ダーメイドで作ることが

（大人１人）

できます︒補聴器の専門

通常２万5000円が…
支払い実額

補聴器オーダースタジオ

☎０９６
︵３２７︶
３７００

催行日〜 2021.1/31
（日）
【限定150人】

鶴屋 本館8階
スタッフに︑着け心地や

①平日限定 高級グルメ
体験型１泊ツアー

（大人１人）
〜 GoToトラベル事業について〜 •この旅行は
GoToトラベル事業の支援対象です •支援金の受
領について：国からの支援金はお客様に対して支
給されますが、当社およびGoToトラベル事務局
が、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致
しますので、お客様は旅行代金に対する支援金を
差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂くことに
なります。なお、お取消しの際は旅行代金を基準
として所定の取消料を申し受けます。当社による
代理受領についてご了承のうえお申込みください

ＧｏＴｏ
トラベル
対象

︵税込︶

?!

けた︑ツアー限定の各店

特別メニューを用意︒好

きなお店を選べます︒

母娘︑
女子会に◎
エステ付ツアーも

地域共通クーポン付・キャッスルに
泊まれてこの価格
早い者勝ちです

市内で贅沢な旅気分を

味わえるツアーが登場！

１つ目はこだわり美食

派に◎︑平日限定高級グ

ルメ付６３００円︒熊本

店が腕によりをか

屈指の料亭や老舗レスト

ラン
21

検索 ←

TKUヒューマン

ランチは
「八伍邸（中央区上通町5-41、写真）」
講師は同オフィスの堀 聡知さん
※保険募集人・参加経験がある人はご遠慮下さい
※個人情報はセミナー運営のためにのみ利用

読者限定 特典
「リビングを見た」
でセミナー参加で

セミナー後の八伍邸ランチ
プレゼント！
R2.11.14・16・21、12.5・16・19

