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7～ 9月限定ビュッフェで猛暑を乗り切ろう！

美味しい体験いっぱい
夏の肉フェスが開幕！

◆スパイシーなスペアリブやポ
ークジンジャーなど、夏にぴっ
たりのメニューばかり。自由な
トッピングのパフェも必食です

　大人も子どもも大満足間違い
なし！　牛ステーキ食べ放題に
BBQ串、スペアリブ、ハンバー
グ…の肉づくし。海鮮丼、ハンバ

ーガー、パフェは好みで作れる
“体験型”ご馳走ビュッフェです。
　お得な飲み放題付き早割プラ
ンで、夏の宴会＆暑気払いも。

ザ・ニュー ホテル 熊本 レストラン フォンタナ

旬のマスカットやメロン、ブルー
ベリーを使ったケーキやタルト、
ムース…。チョコファウンテンも
登場！　人気の点心もあります

●スイーツビュッフェ
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【料金／税込】　大人…3000円 
小学生…1500円 4歳以上…700円

7・8月 水曜限定
フ
ー
ド

パティシエ自慢のスイーツ大集合

ディナーではオリジナルパフェも

西区春日1-13-1 ザ・ニューホテル熊本1階
☎096（326）5002

【料金／税込】 ※当日飲み放題は+1760円
大人………5500円　シニア……4950円
小学生……2640円 4歳以上…1430円 

17:00 ～ 21:30（最終入店20:00）※120分時間制（土日祝100分）
【ディナー】　夏の肉フェス～肉、肉、肉づくし＆海鮮丼＆パフェ～

※ディナーは臨時休業の場合があります。詳しくはＨＰで
確認ください　※「スイーツビュッフェ」開催日のディナー
は、18:00～の営業となります　※「早割プラン」は、前
日までの要予約・グループ全員利用・各種割引対象外

飲み放題付きのお得な
「早割プラン」は6000円

15:00～ 16:30（最終入店16:00）
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急速冷凍で鮮度そのまま、嬉しい送料無料です！

天草直送！ 冷凍車海老、
ブリとマダイの惣菜

　大切な人に贈りたい天草の海
の幸を紹介。水揚げした車海老を
氷〆後に真空包装し、急速凍結し
た車海老は同社の売れ筋商品。プ

リッとしたはじける食感と甘み
を堪能できます。海老は縁起物と
いわれお祝いにもぴったりです。
　レンジで簡単調理できるブリ
とマダイの冷凍総菜シリーズも
オススメ。ブリは南蛮・煮付け・
香草パン粉など5食分、マダイは
揚げ煮・バターポン酢・トマトソ
ースなど7食分を詰合せ。今だけ
通常より1780円割引に！

クリエーション WEB PLANNING

ほかに400g・600g・800g・1kgもあります。
詳細はWEBでチェック、または問合せください

ブリ惣菜×5食・マダイ惣菜×7食入り

●急速凍結車海老（小）200g

●天草産ブリとマダイの冷凍惣菜12食セット

●支払い方法：銀行振込・郵便振替・コンビニ・代金引換
●送料：無 料（北海道＋1000円、沖縄＋1000円）
●発送：注文より5日前後　●返品：不可

【申込先】 天草産直便  10120・802・221
D 0969（66）9222
メール／ shop@cwp-jp.com
FAX・メールは〒住所・氏名・電話・個数を明記

受付／9:00～ 17:00、土日祝休
住所／天草市楠浦町3237-2
※個人情報は商品配送・ＤＭのみに使用

WEB申込み↓「リビングを見た」で注文すると

WEBは備考欄に「リビング0702」を
入力　R4.6.29 ～8.31までの出荷

牛深節だしの鯛めしの素
1パックを同梱

リビング 特典

11～ 15尾入り  3500円（税込）

通常8960円→ 7180円（税込）

送料無料
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刺身、塩焼き、天ぷら、
エビフライ…食卓で大活躍

左からマダイの

ブリ煮付け、マダイの甘酢あん
野菜ソース焼き

AMAKUSA産直便 検索←

コンパクトに折りたためて
収納も持ち運びも便利！

「あの人気芸能人も使っている」と話題！

モダンで革新的なドイツ
ブランドのベビーカー

　高い安全性・美しいデザイン・
数々の快適な機能性を特徴とし
たドイツ生まれのベビー用品総
合ブランド「サイベックス」。
　お子さんにとっての優れた安
全性や品質はもちろん、最新のラ
イフスタイルとファッション性
を提案しています。
　衝撃や振動を吸収することで
叶う安定した走行性と、コンパク

トに収納できる折りたたみ式が
特徴。これからのお出かけや旅
行、帰省にも便利です！　強くて
しなやかなカーボンフレームで、
お子さんの乗り心地も◎。
　コデラでは、サイベックスの商
品が豊富にそろっています。店内
では、赤ちゃん人形を乗せて試し
押しができるので、ぜひその走り
やすさを体感してみて。

コデラ　ベビー館

●押しやすさを追求したストレートフレーム構造
●前後輪の衝撃・振動吸収エラストマーと
　サスペンションで、衝撃を吸収し安定した走行
●2アクションで簡単に折りたためる
自立式コンパクト収納
●間口が大きく出し入れしやすい
XXLショッピングバスケット
●シートの角度を３段階で調節可能の
リクライニング機能
●対面・背面のシートの切り替え
　＆ハンドルの高さ調整が可能

●サイベックス「メリオカーボン」

【問合せ】 ☎096（285）7160
営業／10:00～ 18:00、年中無休
住所／南区流通団地1-37

インスタ→

通常7万1500円（税込）
こ
ど
も
用
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適応体重：～15㎏／適応年齢：生後１カ月～３歳頃

※2022年モデル

※画像はカタログ

左から、シーシェルベージュ、
モニュメントグレー

厚生労働省の委託事業で「納得のいく仕事」に出合う

3カ月後は…社員に!?
「紹介予定派遣」とは

　派遣から正社員・契約社員を目
指せる「紹介予定派遣」をご存じで
すか？　約3カ月の派遣期間を設
けて、お互いの合意を得た上で企
業に直接雇用される仕組みです。
　最大のメリットは事前に職場
の雰囲気や仕事内容が分かるこ
と。イメージと違った…など入社
後のギャップを少なくすること
ができます。同社のサポートも心

強い味方。仕事選びのアドバイス
や企業への条件交渉、研修制度も
利用できるので実務経験が少な
くても安心。直接雇用を辞退した
り、企業側から断わられても、他
の求人を紹介してくれます。個人
の“就活”よりずっとスムーズ！
　この取組みを行えるのは認定
された派遣会社のみ。熊本では限
られています。

アソウ・ヒューマニーセンター
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●転職で失敗したくない
●自分に合った仕事や、仕事の
　見つけ方が分からない
●ブランクがあるので、再就職
　に自信がない
●キャリアチェンジしたいけど
　経験がなくて不安…

そんな悩みがあるなら…下記まで気軽に問合せ下さい

●求職活動をしているあなたへ！

アソウヒューマニーセンター 検索←

住所／中央区上通町3-31肥後水道町ビル6階
営業／9:00～18:00、土日祝休

☎096（323）1500
メール／kumamoto_haken@ahc-net.co.jp

申込み・問合せ

「さっそく派遣登録をしたい！」
そんなあなたはオンライン登録へ➡

LINEは
こちら

3カ月間「派遣」で働くことで
自分に合った職場が見つかる！

正社員を目指す人に
お勧めの働き方

受付／8:00～17:00、日祝休
住所／西区横手4-12-10
※料金はすべて税込です

50120（5454）03
おそうじ専用ダイヤル

LINE問合せ
はコチラ

ＨPは
コチラ

予約・相談はお気軽に！

「エアコン＋選べる水回りクリーニング」で7/31迄！
通常

9800円
エアコン１台

（～2.5kw・約6畳用）

B：ガスレンジ（ＩHも可）＋流し台…１万6800円
トイレ・洗面台・その他メニューは下のQRから！

A：浴室全体（サイズ自由）………… 1万7800円
（カビすっきり、天井までしっかり。鏡は簡易清掃・ブラインド別途）

7800円！➡

（下記はメニュー単体の価格）他にも選べるメニュー！

※2.5kw以上1万500円、お掃除機能付2万3000円

レンジフード

※レンジフード＝ファン分解洗浄・ドラム内部

１万7200円
１万7200円

２万7000円

２万5000円
2000円お得！

エアコン
9800円

7800円

＋
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水回りクリーニングセットをお得に用意！

「安心してください、当店
最安値！」エアコン洗浄祭

＜人気の理由＞

　「ハウスクリーニング、どこに
頼んだらいいか…」「家に上げる
から、変なところは怖い…」。そ
んな人には安心感と確かな技術
で選ばれている「すまいとくらし
のサポート」がぴったり。熊本発
“キレイのプロ”のホワイト急便
グループだから、安心価格で間違
いない施工。今回、「エアコン洗
浄祭」で、エアコン＋水回りクリ

ーニングセットが最安値。とくに
家庭のお風呂は、広さ問わず均一
料金。急いで予約を。

ホワイト急便グループすまいとくらしのサポート
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キッチンやお風呂、トイレの
頑固な汚れもプロが徹底洗浄！

●今も、値上げしていません！
●「やすい！キレイ！」の「ホワイ
ト急便グループ」だから技術も
価格も安心＆正直価格
●県内どこでもスピード対応！


