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ん select
三上 絵理さ

食 のプ ロ が 溺 愛 する

合志・阿蘇の名品がワンサカ
物産館
「志来菜彩」で見つけた
お気に入りTop３ 志来菜彩
☎096（248）0030
晩白柚＆不知火の自然な果実感と
程よい苦みがGood

パンの相棒
全国的にパンブームが続く中、熊本でも
食パン専門店がぞくぞくとオープン。

ANA国際線ファーストクラスの機内食にも
採用されたこともある、阿蘇木之内農園の
自信作。固さもちょうどよく使い勝手も抜群

ふっくらパンやカリッとトーストに塗ったり、のせたり…

ん select
廣綱 裕子さ

“さすがカルディ！”
コスパと手軽さで選ぶならコレ

カルディコーヒーファーム ゆめタウンはません店

☎096（377）5255

レンジでサクッと90秒
おもてなしにも活躍します
プラスチックの容器付きでとっても楽々。
パンや野菜、ソーセージなど、お子さん
にも大人気間違いなし。食パンをカリッ
と焼いておくのもおススメですよ

とまととセロリは
特に料理教室の
生徒さん達にも
好評です

チーズフォンデュ 電子レンジ用
150ｇ 338円
実は旦那さんの
大好物なんです。
いつも買い置き
しています

これがあるだけで朝から幸せ。
リピート必至のコーヒー風味
同店の人気No.1コーヒー「マイルドカ
ルディ」の豆を極細挽きにしてクリー
ムを加えた 人 気 商 品。甘さの 中 にも
コーヒーのほろ苦さが感じられます

コーヒーホイップクリーム
110ｇ 306円

旨みが濃いのに、後味は
あっさり。コスパに感激
「香りに加えて、クリアな美味しさ。このク
オリティでこの価格は本当に嬉しい！」と
三上さん。お料理・お菓子作りにも大活躍

上級プロ
野菜ソムリエ

ん select
持田 成子さ

肥後・豊後の花の蜜
180ｇ 918円
問／立山養蜂場
☎096（242）1648
クラッシーノ・マルシェ
（合志市野々島）
でも取扱中

生産者さんの想いと知恵の結晶！
郊外系 物産館 で手に入る掘り出し物
“お肉に合う?!”先入観を
捨てて、試してほしい逸品！

ゆめタウン
はません

大矢野で果樹園を営むご夫妻が規格外
の作物を使用し製造。不知火・パール柑・
河内晩柑・天草4種の柑橘に、独自ブレン
ドのスパイスと黒胡椒を配合。パンに生
ハム＋チーズ…、絶品です

Xmas

ブラックペッパー
が、何とも言えず
いいアクセント

晩白柚農家の奥様が加工
旬の美味が1年中楽しめます
香り豊かな果皮、程よい苦みのワタ、甘
酸っぱい果実のおいしさすべてを封じ込
めたペースト。
ヨーグルトのお供にも◎

晩白柚ペースト マキシト
720ｇ 1800円・90ｇ 200円
問／デザート工房 オレンジ会
☎0965（32）6583
【購入】八代よかとこ物産館ほか

柑 橘 か ら 生 まれた 肉に合 う ジャム
７００円
問 ／ み ずの果 樹 園
☎ ０ ９ ６ ４（５ ６ ）２ １ ５ ４
【 購 入 】道の駅 さんぱーる、
ミオ・カミーノ天 草 ほか

Giftセレクション

ママイクコ

グルメ店 で使えるお得な クーポン★
one’s terrace

【ゆめタウンはませんクーポン券】

ロフト

あったかふわり
mofua（モファ）着る毛布 3,480円

品質にこだわった毛布メーカーが作る、
心地よい肌触りのルームウェア

別館 1F



左／フラッシング
マグネット
オーナメント 1,430円
右／ミニバディ
キャンドルスタンド 990円

クーポン1枚につき、会計より

電池式なので
どこでも飾れますよ♪

い

SEIKO LUKIA ssvw186 71,500円

Xmasを彩るオーナメントをデザイン
モチーフにした限定モデル

habita

クロエ オードパルファムの上品で
魅力的な香りがハンドクリームに

ゆめタウンはません

熊本市南区田井島1丁目2-1 ☎ 096-334-1625

本館 1F

R2.11.28～12.31まで リビング熊本

【ゆめタウンはませんクーポン券】

【ゆめタウンはませんクーポン券】

リンガーハット

ぎょうざ3個無料

スタディオクリップ

LED付ツリー（90㎝）9,680円
オーナメント各種 462円～

本物さながらのナチュラルな
ツリー。可愛いオーナメントも！

※価格はすべて税 込

ピエトロ

R2.11.28～12.31まで リビング熊本

※1枚で1回限り、他サービス併用不可

ミニサラダサービス

別館 2F

サンマルクカフェ

店内飲食に限り、

会計時 10 ％OFF

R2.11.28～12.31まで リビング熊本

※クーポン1枚 につき1回 限り
R2.11.28～12.31まで リビング熊本

【ゆめタウンはませんクーポン券】

【ゆめタウンはませんクーポン券】

別館 1F

博多三氣

「やる氣」650円
「元氣」 680円
「負けん氣」680円



本館 1F

クロエ パフューム
ハンドクリーム 3,278円

本館 1F

食事されたお客様に

※1枚で1人、他サービスとの併用不可

700円（税込）以上注文で



TIME-TIME

【ゆめタウンはませんクーポン券】

100円引き！
別館 1F

本館 1F

庄屋

1杯

500 円

R2.11.28～12.31まで リビング熊本

本館 1F



本館 3F

マクドナルド

クーポン1枚で1つ

ポテトSと交換
R2.11.28～12.31まで リビング熊本



天 然 素 材を使 用したリース。
飾るだけで華やか 空 間を演 出！



ナチュラルリース 4,070円

たか
あっ

http://www.livikuma.com/
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ミニミニサイズはお試しにも◎
個性派ぞろいの野菜系ジャム

とまとジャム 200ｇ 864円
セロリジャム・しょうがジャム（レモン）
各35ｇ 176円
問／ジンジベル
☎096（345）8335
you＋youくまもと等でも取扱中

本館 3F

無料
※価格は全て税込

熊本で活躍する食のプロフェッショナルに教えてもらいました

野菜それぞれの風味や繊維感をギュッと
凝縮。セロリはシャリシャリした食感と独
特の香りが残り、予想外のおいしさ。
ヨー
グルトや料理の隠し味にもオススメ

水・木曜日（一部金曜日）配布

◆リビング新聞は仙台から鹿児島まで全国51エリア
（版）、
683万部をネットワークしています。

さらなる美味しさを引き出すパンのお供を

晩（ばん）
・デコジャム
150ｇ 870円
問／木之内農園
☎0967（68）0552
同農園のネットショップでも購入可

本館 1F

土曜日発行

