2020年11月14日

自分のご褒美にも、贈り物にも。熊本の よかもん をお得にゲット

土曜日

＜18＞

手包み焼き小籠包がついに店頭販売スタート。おトクな特別セットが登場です

県産品を買って応援、今だけ２割引き！ 味千コラボ！ 餃子40個＆小籠包６個で1000円
熊本県物産振興協会

まとめ買い大歓迎
もらえます︒毎日お店で

手づくりされる本場上海

時〜午後３時

10

東京で行列ができるフ

ンド ザ フリット﹂が期

いちおしはドライフリ

の味を︑ぜひこの機会に︒ レンチフライ専門店﹁ア

営業／午前
11

同店の人気商品﹁焼き

小籠包﹂が︑ついに店頭

時︵９時 分ｏｓ︶
︑月曜休

ット︒本場ベルギー産ビ

45

間限定で登場！

記念して︑今回は目玉企

︵祝日の場合は翌日︶※税別
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販売をスタート︒それを ︵２時 分ｏｓ︶︑５時〜

画が実現！

態のフライヤーで時間を

かけて加工︒凝縮された

うまみとサクサクした食

感はやみつきです︒

分︶

時〜午後７時

ンチェ種の芋を︑真空状

● じじ や

●丸亀製麺

●GS

● ゆめタウン
東バイパス

さ くら ●
ゼミナール

営業／午前

︵金・土＝〜午後７時
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問合せ／洋菓子

☎０９６
︵２７３︶
７８５５

あの﹁味千拉麺﹂とコラ

ボし︑味千の餃子︵ 個︶

２パックと冷凍焼き小籠

包︵６個︶１パックのセッ

ト通常１５００円が︑な

プ︒約５００点もの商品

●
玉泉院

が 購 入 で き ま す︒﹁ 産 地

んとリビングクーポンで

コロナ対策や豪雨災害

直送コーナー﹂の商品は︑

１０００円に︒一人何セ

で疲弊している地元の企

旬の味覚を生産者から直

武蔵小

県の物産振

ＨＰはこちら

●県南豪雨被災地を応援

読者限定 COUPON
上海小厨

千包（せんぱお）

【千包×味千拉麺】 コラボ点心セット
・手包み千包冷凍小籠包（6個入り）
・味千拉麺冷凍ギョーザ
（20個入り×2パック）

1000円（税別）

通常価格1500円→

Ｒ2.11.11 〜 11.30まで

「ドライフリット」
限定販売会

鶴屋 本館地下1階 ルックインエスカレーター前

季節ごとに厳選された芋それぞれのおいしさを追求し、
切り方まで変えるこだわり製法。ドライフリットは「プ
レミアムソルト」「バルサミコ&ペッパー」など複数の
フレーバーを用意。熊本で買える貴重な機会、ぜひ！

豪雨被害にあった地域の
商品も大集合。球磨焼酎
の名蔵のお酒も登場！

ミニサイズのドライフリット全５種類を各１袋ずつ
詰め合わせた「ギフトボックス ミニ」
1350円
（税込）

週1回・4 〜 5時間。都合に合わせて短時間で働けます

活躍中！ リビング新聞のお届けスタッフ
リビングポスティング熊本

リビングポスティング

熊本

検索←

中︒たくさんの〝やりが

テレビＣＭも好評放送

男性︑リタイア後の働き

にもできるから︑主婦や

家事の合間やすきま時間

主婦・男性・シニア・未経験者も歓迎

い〟と共にリビング新聞

リビングポスティング

方としても注目です︒

熊本では︑お仕事説明会

を毎週配布する︑お届け

を随時開催中︒詳しい仕

スタッフの皆さん︒熊本

では︑現在２６０人以上

アなど︑気になることを

毎 週 徒 歩 か 自 転 車 で︑ 事内容や報酬︑担当エリ

じ っ く り ご 説 明 し ま す︒

が元気に活躍中です︒

自宅周辺に配るお仕事

吹田市高野台5-3-8 ▽ショップ＝ 10：00 ～ 18：00、カフ
ェ＝ 11：30 ～ 17：30
（ ともに 毎 月1日 の み 営 業 ）▽
https://bonjour-shujinkou.com/

誕生日プレゼントや永年

実︒まずは問合せを︒

閑静な住宅地として知られる、大阪・千里
のフランス菓子店。本場仕込みのクッキーや
砂糖菓子、かわいいアイシングクッキーが詰
め込まれた缶は、まるでお菓子の玉手箱。※
内容やデザインは季節により異なります。

をセットする作業も含ま

ボンジュール主人公

︵リビング新聞とチラシ

ギフトにしても喜ばれる、
素敵パッケージも魅力

れます︒業務委託契約︶︒ 勤続表彰などの制度も充

フルタイムではないので

北摂マダム＆芦屋マダムのハートをわしづかみ！

ボンボニエール
角缶 2400 円
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検索 ←

千包

11月18日（水）〜 24日（火）の期間限定
フレンチフライ専門店の「アンド ザ フリット」

Fromサンケイリビング新聞社
（大阪）
第 1回

ットでも購入ＯＫ︒さら

業を応援！

接お届け︒のし対応可能

に次回使えるクーポンも

興協会が運営するネット

だから︑お歳暮にも最適

お肉︑海鮮︑お酒にスイーツまで︒
お歳暮用など︑のしも対応可能

ショップで︑商品２割引

旧国道57号線

野菜を入れるだけのお手
軽鍋セット。年末年始の
集まりにもぜひ

全国のリビングネットワーク・提携紙の編集部員が、
地元のオススメの場所・店・味を紹介するリレーコラム。
今回は、大阪のリビング新聞の編集部員が、地元マダム
に人気の〝鉄板スイーツ〟を紹介。どちらもお取り寄せ
OKなので、チェックしてみて！ ※価格は税込み

●

20

〔北区武蔵ヶ丘7-3-8〕

●冬といえばコレ！

●支払い／キャンペーン期間中はクレジットカード決済のみ
●配送／支払い手続き後7日前後でお届け
（宅配便にて）
※注文が集中した場合、発送が遅れる場合があります
●送料／地域によって異なります。詳しくはHPで確認を
●返品／原則不可、不良品・破損品・誤配送の場合、未使用
未開封に限り交換可能

千包

武蔵塚駅

県産のあか牛ステーキは、
自宅用はもちろんお歳暮
など贈答用にもオススメ

※商品の送付先、発送元、配送温度帯が同じ場合のみ

大阪・兵庫のコレ

武蔵中央通り
●
ムサシ
プラザ

●熊本グルメの定番

お得② 税込2000円以上購入で全国送料無料

部員が教える
編集

●

オススメ商品をPick up!

お得① 商品が通常価格より2割引き！※一部対象外

【注文方法】
①右QRコードかネット検索から
ショップページへ
②欲しい商品を選択して必要事項
を入力、カードで支払うだけ！

き＆送料無料キャンペー

です︒キャンペーンは予

算に達し次第終了︑購入

くまモンのふるさとよかもんキャンペーン

ンが始まりました︒

はお早めに︒

※予算に達し次第終了

県内各地の名産品を一

堂に集めたネットショッ

画像はチラシの一部

2021年1月31日
（日）まで

千包（せんぱお）

上海小厨

検索 ←

くまモンのふるさとよかもんショップ

◎運動×報酬の一石二鳥

「エレファント リング」は、
〝高級住宅街・
芦屋〟にあるバウムクーヘン専門店。職人が
1 本ずつ手作業で焼くバウムクーヘンは、
しっとりとなめらかな食感が特徴。※発送
まで 1 カ月程度かかる場合があります。

バウムクーヘン
2160 円
〈S〉

募集エリアの一例

エレファント リング

【東区】 石原、弓削町、鹿帰瀬町、長嶺東、小山、
八反田、長嶺東、御領、長嶺東、佐土原、新外、山ノ内、
秋津、東野、若葉、湖東、戸島
【西区】 野中、新土河原、蓮台寺、二本木、高橋、
城山大塘、池田、上熊本
【南区】 孫代町、砂原町、御幸木部、御幸笛田、
八分字町、浜口町

問い合わせ／

リビングポスティング熊本

プレゼント
応募締切

12 月 2 日

☎096（359）3611

ボンジュール主人公の「ボンボニエール角缶」を 3 人に、エレファント リ
（1080 円）のセットを 1 人にプレゼ
ングの「ラスク」
（864 円）と「フロランタン」
ントします。応募は Web で。

住所／中央区新市街7-20-2階
（辛島町電停そば）
受付／月〜金 9:30 〜 12:00、13:00 〜 17:30、土日祝休

http://r.living.jp/mrs/osaka/2011nwpresent

＊説明会を随時開催中！ 気軽に上記まで
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※著作権上、この記事データの無断使用や、WEB への転載はできません。
※色、画質は出力環境により変わります。
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広告主

組替

訂正者

3校

編集：大音
営業：□□□
制作：森本

TEL
FAX

企画名

URL
検索

QR

LESのみ

紙面再掲+WEB用
追加テキストあり

ＨＰからも
応募できます

芦屋市大桝町 4-20-1▽11：00 ～ 17：00 ▽月・火曜休▽
https://elephant-ring.com/ ▽℡ 0797-61-8882

【中央区】 琴平、本山、世安町、国府、出水、八王寺町、
帯山、保田窪、神水

価格
日時

※確認印をお願いします
↓

広告会社 営業担当

出稿者

ウォーキングしながらダイエット。健康的な
仕事でおこづかい

◎空いた時間でＯＫ
毎週水・木曜の都合の良い時間に、
マイペースでできます

【仕事内容】
リビング新聞や折込チラシを週に1度、決めら
れた配布日に合わせて新聞とチラシをセット
し、担当地域に配布 〈業務委託契約〉
【応募資格】
20 〜 60代の健康な人
（男女問わず）
※担当地域はお住まいの近隣地域です
【報酬】
月額平均2 〜 2.5万円（部数等により変動あり）
※交通費は発生しません
＊その他、諸手当・制度などはＨＰでご確認下さい

