リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON

エステ

【お試し価格】
■アップル
フルコース60分体験
（美白＆保湿UPの泥パック付き）

通常4950円

お試し価格 →

ソニックエステ アップル

1100円

（税込）

アップル エステ メイク

※完全予約制 R3.9.1〜9.30まで

タピオカ増量無料！

はわい（夏威夷）合志店
タピオカ ハワイ

R3.9.1〜9.30まで

検索 ←

かき氷にタピオカ
をトッピング！

同店イチオシのフワフ

カを追加︒モチッと食感

ほかタピオカドリンク

がトリコになりますよ︒

や︑かき氷だけのメニュ

ーなど種類も豊富︒

ノ２︑Ｐあり
︵満車時は店前

ワかき氷にタピオカをト

セブンイレブン駐車ＯＫ︶

ッピングした﹁たぴ氷﹂︒ 住所／合志市豊岡１９００

新しく﹁Ｗベリーチーズ

時〜午後７時
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クリーム﹂が仲間入り！

営業／午前

☎０７０
︵４８０２︶
７０１９

イチゴのかき氷に︑塩

なチーズを上からとろ〜

気とクリーミーさが絶妙 ︵９月＝〜８時︶︑不定休

り︒レアチーズケーキの

ような味わいです︒そこ

ほかメニュー、
地図はこちら

業種を問わず就活できる。先着25人限定のプログラムです

セミナー

に独自のレシピで︑氷の

上でもやわらかいタピオ

肌は何歳からでも変えら

ップ効果も期待大︒
﹁年齢

れます﹂︒電話で要予約︒

長引くマスク生活での年齢サインとは？
目元の乾燥小じわ
メイクのりが悪い
乾燥による毛穴の開き
肌荒れ
「お手入れの後の手ごたえに驚かれます！」

＜16＞

新感覚！ケーキみたいなかき氷

購入時にクーポンの提示で

※1枚で１商品

土曜日

スイーツ

■はわい（夏威夷）合志店

検索←

紫外線が気になる
残暑でも油断大敵

紫外線を受け続けた肌

は乾燥とハリ不足で毛穴

が 開 き ゴ ワ つ く 状 態 に︒

シミ・そばかす・乾燥く

すみを防ぐ同店の高保湿

美白クレイマスク付贅沢

フルコースは︑今話題の

ス キ ン ス ク ラ イ バ ー・超

音 波・エ レ ク ト ロ ポ レ ー

ションの３台の機械でパ

ッと明るい印象肌へ︒つ

る ん と や わ 肌︑リ フ ト ア

コロナ対策強化中
「安心してご来店ください」
【流れ】カウンセリング→クレンジング→スキンス
クライバー（深部の汚れとり）→超音波エステ→EL
ポレーション（美容成分導入）→美白＆保湿パック
「事前予約でお越し下さい」☎096
（368）
5016
営業／ 9:30 〜 20:00（日曜〜 18:00）
、
月曜休
住所／東区長嶺南5-8-1、
P8台 ※画像はポスター

リビング読者限定 COUPON

気分も肌もグッと上向きに！

超音波エステ＆エレクトロポレーション

2021年9月4日

イチゴのかき氷にチーズクリームにタピオカ、
ピーナッツをトッピングして満足間違いなし！

Wベリーチーズクリーム

650円

※サイズはおすすめ
（写真）、
大盛の2種類 ※税込

ベストシーズン！ 熊本⇔仙台チャーター便で楽ラク直行

旅行

（土）発 宮城県・東北周遊旅4日間
緊急実施。
「あなたの就活をサポート！」 10月9日
委託／熊本県

旅行企画・実施／

両コース朝昼夕計９回の食事付き
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の御釜など周遊ベストコ

ース︒風光明媚な大自然

や名所などを巡ります︒

どちらも地元グルメが

堪 能 で き る 全 ９ 食 付 き︒

新旧名所がずら〜り︒

移動のバスは貸切＆光触

ＡＮＡチャーター便利用

4日間無料券 進呈

※R3.9.1 〜 9.10申込みまで（先着30人限定）

熊本地震から５年︑東

媒コーティング済で︑安

熊本空港界隈（指定駐車場）

Ｂコースは︑東北４県

「リビングを見た」のツアー申込みで

で楽ラク移動︒宮城県内

至電車通り

応募は同社専用
フォームから
24時間受付可→

リビング読者限定

年を迎え

●キャリア
支援センター

☎ 096
（234）
6405

【行程】1日目：阿蘇くまもと空港（8:40頃発）＝
仙台空港（10:45着）＝松島牡蠣鍋膳の昼食＝松
島観光（五大堂散策・瑞巌寺・円通院）＝気仙沼市
復興祈念公園＝ホテルにて夕食〈気仙沼プラザホ
テル泊〉2日目：朝食後、奇跡の一本松＝平泉観
上／世界遺産・
光（中尊寺散策・金色堂見学）＝中尊寺門前料理の
中尊寺
昼食＝宝珠山立石寺散策＝ホテルにて夕食〈上山
下／松島
温泉 果実の山あづま屋泊〉 3日目：朝食後、会
五大堂
津若松市内観光（武家屋敷・鶴ヶ城・飯盛山・さ
■Ｂコース旅行代金
（1人
・税込/小人同額）
ざえ堂）＝会津わっぱ飯の昼食＝猪苗代観光（野口
英世記念館・世界のガラス館）
＝ホテルにて夕食
〈三
1室利用人数
旅行代金
井ガーデンホテル仙台泊〉 4日目：ホテルにて朝
15万9800円
4人1室
食後、仙台市内観光（瑞鳳殿・青葉城址）＝仙台空
16万4800円
1人1室
港
（12:10頃発）
＝阿蘇くまもと空港
（14:15頃着）

北大震災から

●

総合
プラント

【問合せ・座学研修場所】
住／中央区神水1-38-11-5F
受／ 9:00 〜 18:00、土日祝休

心感が違います︒

県庁通り
セブン●

マックス バリュ●

●砂取小

熊本銀行●

オリジナルボールペン
プレゼント！

市立
体育館前
電停

東バイパス

至熊本IC

の〝いいとこどり〟プラ

●締切／定員25人（定員に達し次第受付終了）
●対象者／熊本県に在住の求職者（学卒未就職者含む）
●応募方法／下記QRコードの応募フォームより申込み

県庁

■総合プラント
説明会参加時にクーポン提示で

※Step②間は各実修先による

ン︒中尊寺でおなじみの

応募

（雇用・労災・健康・厚生・介護）

る今年︒両エリアの〝絆〟 の名所・名物を堪能する

んの人事担当者と直接対

直接雇用として継続就業

※雇用条件については各企業による

平泉や会津若松の武家屋

話ができるのも魅力のひ

紹介予定の派遣先企業で働きながら学びます

時間／9:00〜18:00（休憩60分）
休日／土日祝日
待遇／社会保険完備

宮城・岩手・山形・福島 東北4県を満喫

Ａコースでは︑気仙沼か

履歴書や面接の指導︑雇

とつ︒選択肢がグッと広

実践強化研修（約3カ月間）

【Ｂコース】東北4県周遊旅
名所・グルメ大満足‼ 4日間

敷︑猪苗代湖︑さらには

用企業とのマッチングま

がり︑新しい働き方が見

・社会人基礎を学ぶ…自己分析、ビジネス
マナー、家計管理とライフプランなど
・職業別研修………業界知識、PC操作など

給与／月額16万円〜

座学＝時給1000円＋交通費
実践＝時給1000円〜＋交通費
※職種による、8時間×20日勤務

＊Ａ・Ｂコースとも、2人並び席確約の
場合、1人3000円追加となります

杜の都仙台市内観光まで

でサポートしてくれま

つかるかも︒スタッフと

座学研修（約1カ月間）

【行程】1日目：阿蘇くまもと空港
（8:40頃発）
＝仙台空港（10:45着）＝伊達の牛たん本舗に
て昼食＝東日本大震災遺構・伝承館＝気仙沼
市復興祈念公園＝ホテルにて夕食〈一景閣泊〉
2日目：朝食後、気仙沼市内観光
（お魚いちば・
■Aコース旅行代金（1人・税込/小人同額） 遊覧船・海の市）＝ゆう寿司にて昼食＝日本三
大渓・嵯峨渓遊覧＝ホテルにて夕食〈松島大観
1室利用人数
旅行代金
荘泊〉 3日目：朝食後、松島観光(国宝 瑞巌寺・
16万3800円
4人1室
円通院・松島自由散策)＝松島牡蠣鍋膳の昼食
16万6800円
3人1室
＝蔵王御釜＝ホテルにて夕食〈秋保温泉 緑水
16万9800円
2人1室
亭泊〉 4日目：ホテルにて朝食後、仙台市内
観光
（瑞鳳殿・青葉城址）
＝仙台空港
（12:10頃
18万9800円
1人1室
発）
＝阿蘇くまもと空港
（14:15頃着）

を深めるツアーが登場！

研修では︑様々な業界

す︒業種を問わず募集す

２人３脚で安心して就活

【応募から雇用までの流れ】

Step3

【Ａコース】宮城県周遊
名所名物温泉満喫 いいべ！ 4日間

ら日本三景の松島＆蔵王

の理解を深め自分に何が

る か ら︑﹁ こ ん な 職 業 に

に臨めるのもうれしいで

すね︒気軽に問合せを︒

就きたい﹂という要望も

企業交流会で︑たくさ

聞いてくれますよ︒

10月4日（月）〜翌1月25日
（火）

Step2

TKUヒューマン
熊本空港〜仙台空港は

コロナ禍で内定取消にあ

向いているかを分析︒ビ

青葉城址

ったり就活できなかった

ジネスマナーやＰＣ操

給与が出るから︑
安心して参加できる
スタッフと二人三脚で就職へ

学生︑仕事復帰を目指す

作︑テレワークの働き方

県の再就職支援プログラ

女性など︑求職者はぜひ

に つ い て も レ ク チ ャ ー︒

新型コロナウイルス等

参加してほしい！ どん

の 影 響 で 離 職 し た 人 や︑ ムが遂に始まります︒

な業種にでも就活できる

写真はポスターの一部

熊本県新型コロナ緊急対応人材育成支援事業
Step1

問合せ・申込／

仙台・気仙沼・松島
蔵王・秋保
（あきう）
温泉

リビング読者限定 COUPON

Ｒ3.9.1〜10.29まで

ツアー・ウェーブ

受託／
（株）総合プラント

【問合せ・申込 TKUヒューマン】 9:00 〜 17:30、土日祝休

☎096（359）
3488 Email tour@tkuhuman.co.jp

熊本県知事登録旅行業 第2-232号 住／北区徳王1-6-52 TKUぷらざ2階

【両コース共通】◎利用予定航空会社／全日空
（ANA）
チャーター便
◎利用予定バス会社／宮城交通 貸切バス ※光触媒コーティング済
◎最少催行人員／ 10人 ◎食事条件／朝3回・昼3回・夕3回 ◎添乗員
／熊本空港出発から熊本空港解散まで同行 ◎旅行企画・実施／ツアー・
ウェーブ九州営業所(観光庁長官登録旅行業 第1665号)

