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はやしやわらか … ブルマンをベースに香りの良いストレートコーヒー。
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はやし特選 ………… コクを引き立てる為に、少し濃いめの焙煎豆をブレンド。
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パッケージ限定珈琲
【300g入り 】

当店の前の街路にちなんで命
名した飲み口がさっぱりとした
シティローストで仕上げた豆。

しらかべ珈琲
【200g入り 】
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を意識したブレンド珈琲。

ラボ
のコ
評
・好
サンワボウルの
恒例

忘年会・新年会

●お食事＋ボウリング２Ｇ（貸靴付）セット

〈柳井クルーズホテルレストラン〉￥７,５００
お問い合わせは柳井クルーズホテルまで

☎（0820）23-6000

※ご予約の状況によってはお受けできないこともあります。ご了承下さい。

２５ 土

２５ 土

ふるさとの御歳暮は・・・

におまかせ下さい！

地元の銘酒！
■『獺〈だっさい〉祭』(旭酒造：周東町)
■山口の名産品の定番『白銀』(杉本利兵衛本店)
当店詰合せ人気No.1 やまぐちの逸品を集めた！
■『山口よくばりセット』 ￥5,400

秋

30 木

4 火

のエクステリア
総合展示会2010 パソコンが壊れたら

が10月19日.20日.21日福岡国際センターにおいて開催され、
従業員一同新商品を見て・触って、体感して来ました。

佐藤 大介

〈一級造園技能士・二級造園施工管理技士〉
最新のエクステリアや工法を見ることが出来、
今後の仕事に生かしたいと思います。

壊れたパソコンからデータ吸出し
新しいパソコンの購入
データやソフトの復元
ネット、プリンタなどの
使用環境の復元
さらに、Windows7、ワード、
エクセル2010などの新しい操作に
とまどってしまいます。
パソコンで困ったら
天神パソコンスクールへ
ご相談ください。

☎24-3030
〒742-0031 柳井市南町二丁目7-30 奥原第一ビル2F
天神ネットハウス http://www.tenjin-net-house.com/

石山 吉彦

柳井の名産品がぎっしりの
■『周防柳井物語セット』 ￥5,250
県内の逸品ギフト
■ビ庵のはちみつ(周東町)
■瀬戸内ジャムズガーデン(周防大島町)
■朝日屋のハム(下松)
■職人のタレ(平生町)
さらに・・・
お好みに応じて詰合せします！
ホームページでは、詳しい
お歳暮チラシが閲覧できます。
ＨＰアドレス

「WWW.gift871.com]

『マスキング・テープ
プリンターを贈ろう』
15のテープ、6つの英文字、4つのひらがな
4つのひらがな

“こはる” 新登場です♪

〈一級造園技能士・二級造園施工管理技士〉
今年もカッコイイものから実用的なものまで
様々な商品があり、快適な生活をおくるための
工夫がされており、
とても参考になりました。

髙砂 良美

〈二級造園技能士・二級造園施工管理技士〉
すてきな庭や車庫などが展示してあり、
中でもディズニー
シリーズのフェンスが可愛かったです。

今年とくに気になった商品は・・・

↑驚くほどカワイイサイズです。(80×110㍉)

個性あふれるライフスタイルをご提案いたします。
ぜひご相談ください！

（有）杉本造園

貯蓄

をしよう、家計簿をつけようと決心したのに、三日坊主
で終わった経験はありませんか。
小さいときにかなえたいと思った夢を、心の奥底にしまったままに
していませんか。
私たちには、今の幸せも、将来の幸せも、どちらも大事にしたいと
いう気持ちをどこかに持っています。
とはいうものの、今のことと将来のこととの気持ちのバランスをと
ることは意識していないとなかなか難しいようです。
老後の不安を解消しようとする気持ちが強すぎると、今しかできな
い経験をするチャンスを失ってしまいます。
今の家計に余裕があるからと思って何となくお金を使っていると、
車を買ったり、子供さんの学費を支払ったりといった大きな出費の
時に、借金をして預貯金よりも高い利息を支払うことになります。
今の幸せと将来の幸せとを同時に考える機会は、意識して時間を
作らないとやってきません。
弊社のお客様は、ライフプランを作ることで今の幸せと将来の幸
せとを同時に考え、定期的に行動計画を作成しながら、お客様ご自
身を振り返る機会をとっておられます。そして、仕事や私生活での
課題に、一所懸命取り組んでおられます。
貯蓄をしたい方、家計簿を根気よくつけるようになりたい方、私た
ちにお任せください。いつでもご相談に応じます。

至

❶

ファイナンシャルプランナーの
上津原と申します。

至

❶ワンランク上の車庫

❷手すり兼用収納式イス

❸

❸ソーラー式カーポート

❷

く
わし
く
！
項で す
次 しま
介
紹

皆さんこんにちは。早いもので今年も12
月ですね。
ここ数年、消しゴムはんこ教室
等を定期開催するようになって以来、手
づくり雑貨に関心のある女性の皆様方に
足を運んで頂く機会が増えてまいりまし
た。その関連商品の中で、特にマスキング
テープの人気は絶大なものがありますね
〜。今回、マスキング・テーププリンター
“こはる”がキングジムさんより11月下旬
に発売されることになりました。(￥5,985)
旅のお土産、手作りクッキーのガラス瓶、
ホームパーティの紙コップ、
プレゼントの
ラッピングなんかにメッセージ
を入れたりと、貴女のヒラメキと
アイデアで面白楽しく使いこなし
てくださいね。お友達は勿論、一
年間ガンバッタ自分自身へのプ
レゼントにもいかがですか?全
国数量限定・・・だそうですよ。

こんにちは。

ヨイニワ

tel 0820-23-4128
fax 0820-23-1357

柳井市新庄2410-1

見 積 無 料
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