Presnt

11

（税込

Bコースから
3つまでお選び下さい。

3,780円相当）10名様
Presnt

28 種類の植物由来成分・7 種の活性化
成分を独自の黄金律で配合。年間を通
して肌に必要な保湿を行い、トラブル
がちな肌もサポート。高い引き締め効果
が期待でき、ハリ・弾力に満ちた女性ら
しいボディラインへ導きます。

Presnt

12

8

5,400円相当）ペア2組4名様

まるで
“フルコース”を仕立てるように楽しめるホテルビュッフェ。
出来立てメニューで優雅なひとときを過ごせます。
料理の美味しさはもちろん、五感でも楽しめる空間が好評。
ワンランク上のランチ＆ディナーをご堪能ください。

ペア1組

大阪の中心に建つANA ク
ラウンプラザホテル大阪。東
には、 緑 豊かな中之 島 公
園、南は大阪屈指のオフィス
街「淀屋橋」。北は大阪随
一の社交街「北新地」。さら
に、神戸・京都・奈良など関
西各地の観光・
レジャースポッ
トへのお出かけも大変便利
です。

厚生労働省認定
健康増進施設

13

（税込

Presnt

9

2,991円相当）

ペア3組6名様

認知症のなかでも最も多いアルツハイマー型認
知症が、
「脳の糖尿病」であることがわかってき
ました。最新研究にもとづいて、50 代頃から徐々
に進行していくアルツハイマーを予防 & 改善する
ための方法を初公開する一冊です。

茶匠 井六園 宇治 ほうじ茶

全員プレゼント

創業 198 年の伝統と、老舗ならではのブ
レンド技術で香り高くすっきりとした味わい
に仕上げました。特別創刊特別記念とし
て、アンケートにお答え頂き、アンケートも
返送頂いた方全員にもれなくプレゼント！

2017 TsuNaGu 8 calendar
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03/
木 友引

今日は何の日？
鉄道電化の日
このコピーはダミーです。文字
の量や大きさを確認してこの
コピーはダミーです。文字の
量や大きさを確認して頂く

A
Presnt

5

（税込

Presnt

1

ドラード・ライフ
「つかえる岩盤浴」

（税込31,380円相当）3名様

リラクゼーションサロン「エナジーテラピー」
腸セラピー45分コースご招待券
本誌 40 ～ 41 ページでご紹介し
た『ドラード つかえる岩盤浴 』。
温められたセラミックが放出する
理想遠赤外線が、カチカチに硬
直した筋肉を速やかにやんわりほ
ぐしてくれます。

9,504円相当）5名様

医師の指導により、微弱電流を帯びた
セラピストの手を身体にあてがい、自律
神経機能向上を図る技術がエナジーテ
ラピーです。美容や健康はもちろん、ス
トレスの多い現代人の心も癒します。

『TsuNaGu8 を見た』でご予約いただいた方は全コー
TsuNaGu8 期間中、
読者特典 ス初回に限り2,000 円オフさせて頂きます。※５月末日まで

Presnt

6

レア ハワイアンハニー
「ホワイト ハニー」
（税込

Presnt

2

白鶴酒造株式会社
白鶴 大吟醸 720ml
（税込

5,400円相当）5名様
蜂蜜のなかでも希少 価 値が 高
く、
「世界最高ランク」と絶賛され
る逸品。ハワイ島のキアヴェの花
のミツだけを採取した100％オー
ガニック。絹のような滑らかな食
感で、口の中で自然の甘さと深
みがサラサラと広がります。

10

1,188円相当）6名様

どんな料理とも相性の良い淡麗でバランス
のとれた味わいと香りの大吟醸です。
2011年 -16 年 <6 年連続 >
モンドセレクション金賞受賞。

Presnt

3

K18 南洋ゴールデンパール
（10ｍｍ以上）
（税込

“ 全員 ” に当たる創刊号特別読者プレゼント！！

Aコースから
3つまでお選び下さい。

Presnt

ダイヤペンダントチェーン

カタログ請求とアンケート返送で

全員プレゼント

最高のラグジュアリーを TsuNaGu8 から読者の皆様へ贈り物

厚生労働省が認定する京阪神で初の温泉利用型健康増進施設。日
帰り入浴料金で、露天大浴場と屋内大浴場が楽しめる。本格和食
が手頃な価格で味わえる御食事処やリラクゼーションラウンジは、
休憩での利用も可能。

907円相当） 5名様

カタログ請求とアンケート返送で

大阪市北区梅田 1-8-8 ヒルトン大阪 22F
TEL：06-6347-7113 無休

神戸みなと温泉 蓮
日帰り天然温泉利用券

森下 竜一
桐山 秀樹 著
「アルツハイマーは
脳の糖尿病だった」

＜創刊特別プレゼント企画＞

・有効期限は５月末日まで
・事前に店舗にご予約をお願いします。
・10：30 ～ 22：00（最終受付 19：00）

ビュッフェイメージ

（税込

81

B

ホテル阪急インターナショナル
ビュッフェ＆カフェレストラン
「ナイト＆デイ」食事券
（税込

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪
朝食ビュッフェ付き宿泊券

Presnt

Present
［TsuNaGu 8］

リビエージュ
ボディークリーム

267,840円相当）1名様

色味、テリともにハイグレー
ドな南洋ゴールデンパール
です。１０ミリ玉のボリュー
ム感に一粒ダイヤモンドの存
在感がシンプルでありながら
も、品格を奏でてくれます。
デコルテのポイントにゴール
デンパールをあしらう事でお
顔の明るさを引き立ててくれ
ることでしょう。大人のポイ
ントジュエリーにふさわしい
一品です。

Today’s question

最後に鏡をみたのは何時？

Today’s Diary

Presnt

7

味吉兆 ぶんぶ庵
瓶詰め佃煮セット 2 本入り
（税込

石田純一さん
サイン色紙

(Priceless）5名様

本誌
『TsuNaGu8』創刊号での対
談企画に登場してくださった、石
田純一氏のサイン色紙を 5 名様に
プレゼント致します。

3,996 円相当）2 名様

Presnt

4

温泉・スーパー銭湯 入浴券
3,500円相当）
各10名様（5枚セット）

（税込

Ⅰ. 蔵前温泉「さらさのゆ」
日本の風土が育んだ豊かな恵みに、四季折々の演出を凝らした
懐石芸術。
「一期一会のおもてなし」のために心を尽くす
〈味吉兆 ぶんぶ庵〉の、贅沢な味わいをお楽しみください。
http://bunbu-an.jp/
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今日は何の日？
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このコピーはダミーです。文字
の量や大きさを確認してこの
コピーはダミーです。文字の
量や大きさを確認して頂く

（堺市）

Ⅱ . 泉橋本温泉「美笹のゆ」
（貝塚市）

Ⅲ . Book&Spa「uguisu」
（富田林市）

Today’s question

最後に鏡をみたのは何時？

Today’s Diary

2017 spring

80

