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Tel.092-558-8613
広告掲載・チラシ折込・誌面内容のお問合せ

編集協力／株式会社affluent 

　　　　　株式会社アドネット九州

アドブレーン九州株式会社における
個人情報の取り扱いについて

◎当社へ個人情報をお預け頂く場合はあらかじめ明記した利
用目的のほかに、当社からの各種情報のおしらせメール送信、
新商品・新サービス・各種キャンペーン・特集等に関するご案
内、アンケート・調査のお願い、グッズ発送、メールマガジンの
送信を目的とした範囲内に限定して利用いたします。◎提供
を行うことが予定される場合には、あらかじめその旨を自社
広告もしくは個人情報取得フォームなどに明記いたします。 
◎利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取り
扱いを外部に委託する場合があります（例えば、発送業務を外
部に委託する場合がこれにあたります）。◎個人情報をお預
け頂くことはご本人様の任意ですが、必要事項に不足があり
ますと、あらかじめ明示した利用目的に対応するご本人様の
ご要望にお応え出来ない場合があります。◎当社が保有する
ご本人様の個人データについて、利用目的の通知、開示、内容
の訂正、追加又は削除、利用の停止、 削除及び第三者への提供
の停止のお申し出には適切に対応いたします。◎当社の個人
情報に関する苦情・相談その他お問合せは、下記の窓口までご
連絡ください。

配布に関するご連絡・お問い合わせ・送付停止に
ついては、右記QRからもご連絡いただけます。

◎個人情報保護管理者／
　アドブレーン九州株式会社（個人情報保護管理室）

◎個人情報に関する苦情・問合せ窓口／
　アドブレーン九州株式会社
　お問合せ   Tel.092-558-8613
　（受付時間／平日10：00～18：00・土日祝を除く）

　0120-124-034
配布に関するお問合せ

編集・発行／アドブレーン九州株式会社
〒816-0811  福岡県春日市春日公園7-34

本誌掲載記事の無断転載を固く禁じます。

※掲載情報は12月15日時点のものです。ご利用の際には
事前に最新の情報をご確認ください。
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こと
チーズのトマトハンバーグ

糖質
15.4g

糖質に配慮した
食事で健康的に

※上記特別割引きは2022年1月末日まで

全プラン3,000円OFF

初回限定
特別割引実施中！

累計販売1,000万食！

初回特別価格でご提供

一流シェフが調理・開発
健康的な食生活を
自宅で手軽に

プランの中から
お好みの頻度・食数で

全て糖質30g・
塩分2.5g以下のお食事

毎週お好きな
メニューを選べる

安全な食材を使用して作られるメニューは、
自社のシェフと管理栄養士が調理し開発。

全てのメニューが
糖質30g・塩分2.5g以下で、

美味しいのに簡単に健康管理ができます。

お好きな配送間隔、食数を選んで定期購
入。購入の一時停止・ご解約はサイト上か
らいつでも可能。お客さまのご都合にあわ
せた糖質に配慮した食生活が叶います。
※一時停止・ご解約は地域に応じ4日～5日前の期間制限があります。
詳細は右記URLでご確認ください。 https://affluent.nosh.jp/tradelaw

糖質30g・塩分2.5g以下で健康に配慮した
すべてのお弁当を、自社工場で製造後、す
ぐに冷凍をしています。食べる時に解凍す
るだけで、新鮮なまま美味しくお召し上がり
いただけます。

60品以上の中から、お好きなメニューをお
選びいただけます。糖質に配慮したメニュー
を毎週選べる、いま話題の宅配食サービス・
nosh（ナッシュ）!　新メニューも定期的に追
加しているので、飽きずに長く続けられます。

https://affluent.nosh.jp/
tel: 050-3101-6850［10:00～19:00（年末年始を除く）］

四川風
エビのピリ辛

糖質
13.4g

servise 1 servise 2 servise 3

糖質
5.5g

鮭のごま
風味焼き

チョ
コレー

トドーナツ（3個）

糖質
20.8g
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premium
gallery
こだわりを追求する大人のための
選りすぐった価値のある情報をお届け

premium gallery

先着50名様限定！【乗馬試乗会へご招待】
可愛い馬に癒され、非日常の体験を。

人生100年時代。これからの趣味とし
て「乗馬」をする方が急増中。馬を見
たことがない・触ったことがない方でも
トレーナーが隣で指導するので安心し
て楽しく乗馬を体験することが出来ま
す。コロナ禍の運動不足やストレス解
消に50代から健康乗馬をはじめてみま
せんか。

世の中の変化が早く、経営の難易度
が高まる中、事業承継ほど複雑で困
難な企業課題はありません。しかし複
雑困難な問題こそ、シンプルで容易な
方法で解決できるもの。今回は生命
保険を活用し、事業承継の課題を乗
り越えた事例をご紹介します。

1,860円/人※申込期限2/13迄
※レンタル装具代・保険代込み
※右記QRよりお申込下さい

【試乗会　1回20分コース】
乗馬クラブ　クレイン福岡

092-603-6255　 福岡市東区西
戸崎1-1-7　 月木 10：00～15：00、
水金 11：00～16：00、土日祝 10：00～
16：00　 火曜日　 体験動画あり

大地の鼓動に抱かれる静謐なる天空のリゾート
本物の“寛ぎ”を知った大人に送る、至高の贅沢時間

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ
0977-66-1000　 大分県別府市大字鉄輪499-18
JR別府駅から車で約20分　◎1泊48,100円～（2名1室1名様、夕・朝食つ
き、税・サービス料込・入湯税別）　IN 15:00　OUT 11:00　全89室

ANAインターコンチネンタル別府

日本一の温泉湧出量を誇る人気の温泉地・別府での滞在を、“コンテンポラ
リー＆ラグジュアリー”というコンセプトのもと、かつてないリゾート体験へ昇華
させた「ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ」。別府市街から車
で20分ほどの高台に位置するこのリゾートからは、あちこちで湯けむりが立ち
上る趣深い別府の街を一望できます。徹底した館内の衛生管理で、コロナ
禍での滞在も安心。周囲は雄大な自然に囲まれ、ローカルツアーやトレッキ
ングなどのアクティビティも楽しめます。日々 の疲れを温泉で流し、洗練され
た空間のスパで極上のリラクゼーションを味わう。都会の喧騒を忘れ、心身
共に癒される至福のリゾートライフをぜひ満喫してみてはいかがでしょうか。

地元の石材を使った露天風呂からは、別府市街地を見下ろす絶景が広がります。

伝統工芸のエッセンスを散りばめた客室や、最先端の美食体験をご堪能ください。

information

自然素材の温もりを感じられる空間

高級スパブランド「ハーン」は、純度の
高い貴重なオイルを使用し、お肌に
最高の贅沢をもたらすだけでなく、優
雅な香りが心を癒します。同ホテル
のスパは、2020年に世界のウェルネ
スリトリートトップ20に選出。さらにデ
ラックスアワーズ受賞など、世界的な
評価を得ています。

高級スパ「ハーン」の
究極の癒し

自然をデザインし四季を演出する…そんな素敵な『庭』という部屋を
持とう。ライフスタイルに合わせて居心地の良い庭づくりをご提案。

株式会社COZY　福岡店
092-558-2382　 福岡県大野城市乙金2-1-5
10:00～18:00　 水曜日　第一・第三火曜日

COZYの庭

新築やリフォームを検討する際、庭や外構は二の次になってしま
いがちですが、実際に暮らし始めると「もっとこだわればよかった」
と後悔する人も多いでしょう。ガーデンと外構の設計・施工を手
掛ける『COZY』は、“自然をデザインする・四季を演出する”を
コンセプトにライフスタイルに合わせて居心地の良い庭づくりを提
案します。新築外構のほか、おうち時間が増えた今『リ・ガーデ
ン（庭のリフォーム）』に注目が集まっています。ウッドデッキやガー
デンルームを設置して光や風、木 の々緑を感じながら暮らしたい
など要望に応じ様 な々提案をしてくれるのが魅力の1つ。庭や外
構のイメージを変え、住まいの印象も変化させてみませんか。

エクシスランドデザインコンテスト2020リフォーム部門金賞受賞

企業様のお庭創りも承っております COZY　福岡店

家を包みこむくらしの空間として“庭という部屋”を創造 光や木々の緑を感じながら過ごせる空間

information

■エクステリア・ガーデン
■バルコニーガーデン
■店舗設計
■オープンカフェ
■建物リフォーム

■インドアグリーン
■店舗エントランス・ガーデンプラン
■オープンテラス
■インテリアコーディネート
■外壁塗装

会場の都合上、予約制です。ご予約は
お電話もしくはメールにてお願いします→

会社の資金を流出させない事業承継対策セミナー

ファイナンシャルアライアンス㈱福岡支店
092-735-8550　 m-yasumoto@fa-a.co.jp
アクロス福岡5階501会議室
1月23日（日）10:30～12：00
講師　安元宗孝　費用：１万円（会場にて領収）

事業の経営者様、配偶者様の
ご参加に限定させて頂きます。

お家のことはおまかせください

1415
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た空間のスパで極上のリラクゼーションを味わう。都会の喧騒を忘れ、心身
共に癒される至福のリゾートライフをぜひ満喫してみてはいかがでしょうか。

地元の石材を使った露天風呂からは、別府市街地を見下ろす絶景が広がります。

伝統工芸のエッセンスを散りばめた客室や、最先端の美食体験をご堪能ください。

information

自然素材の温もりを感じられる空間

高級スパブランド「ハーン」は、純度の
高い貴重なオイルを使用し、お肌に
最高の贅沢をもたらすだけでなく、優
雅な香りが心を癒します。同ホテル
のスパは、2020年に世界のウェルネ
スリトリートトップ20に選出。さらにデ
ラックスアワーズ受賞など、世界的な
評価を得ています。

高級スパ「ハーン」の
究極の癒し

自然をデザインし四季を演出する…そんな素敵な『庭』という部屋を
持とう。ライフスタイルに合わせて居心地の良い庭づくりをご提案。

株式会社COZY　福岡店
092-558-2382　 福岡県大野城市乙金2-1-5
10:00～18:00　 水曜日　第一・第三火曜日

COZYの庭

新築やリフォームを検討する際、庭や外構は二の次になってしま
いがちですが、実際に暮らし始めると「もっとこだわればよかった」
と後悔する人も多いでしょう。ガーデンと外構の設計・施工を手
掛ける『COZY』は、“自然をデザインする・四季を演出する”を
コンセプトにライフスタイルに合わせて居心地の良い庭づくりを提
案します。新築外構のほか、おうち時間が増えた今『リ・ガーデ
ン（庭のリフォーム）』に注目が集まっています。ウッドデッキやガー
デンルームを設置して光や風、木 の々緑を感じながら暮らしたい
など要望に応じ様 な々提案をしてくれるのが魅力の1つ。庭や外
構のイメージを変え、住まいの印象も変化させてみませんか。

エクシスランドデザインコンテスト2020リフォーム部門金賞受賞

企業様のお庭創りも承っております COZY　福岡店

家を包みこむくらしの空間として“庭という部屋”を創造 光や木々の緑を感じながら過ごせる空間

information

■エクステリア・ガーデン
■バルコニーガーデン
■店舗設計
■オープンカフェ
■建物リフォーム

■インドアグリーン
■店舗エントランス・ガーデンプラン
■オープンテラス
■インテリアコーディネート
■外壁塗装

会場の都合上、予約制です。ご予約は
お電話もしくはメールにてお願いします→

会社の資金を流出させない事業承継対策セミナー

ファイナンシャルアライアンス㈱福岡支店
092-735-8550　 m-yasumoto@fa-a.co.jp
アクロス福岡5階501会議室
1月23日（日）10:30～12：00
講師　安元宗孝　費用：１万円（会場にて領収）

事業の経営者様、配偶者様の
ご参加に限定させて頂きます。

お家のことはおまかせください
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セレクション
三ツ星
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登録クリエイター41,000名。
取引先企業実績4,300社。

  登録クリエイターは、41,000名以上。
 全国12拠点でクリエイティブ業界を
人材からサポート。

映像・WEB・グラフィック・ゲーム・アニメ・空間・
プロダクト全てのクリエイターの学びたいをサポート

◆クリエイティブセミナー
第一線で活躍するクリエイターによる対面・オンラインの講座

◆クリエイティブRoad
クリエイティブセミナーや情報がすべて無料の学生向けサービス

◆クリエイティブNEXT
業界最前線のクリエイターや経営者によるビジネス系無料セミナー

◆クリエイターズ・ファーム
未経験からクリエイターを目指す方のための無料研修

◆eラーニング
簡単登録でいつでもどこでも利用できる無料講座

◆企業研修
課題・予算に応じて社員研修をカスタマイズ

クリエイティブアカデミーの学びラインナップ

選べる受講スタイルでクリエイターのスキルアップをサポート

（202201）労働者派遣事業許可番号（派-13-070556）　有料職業紹介事業許可番号 （13-ユ-070478）

クリエイターの皆さまの制作意欲を促進し、斬新な発想を
生み出すきっかけとなる情報を毎日発信しています。
クリエイティブの最前線を知る情報ソースとして、企業PRや
作品発表の場として、ぜひご活用ください。

フェローズは、クリエイティブ業界専門の人材マネジメント会社です。
クリエイターへのお仕事紹介・スキルアップ支援と、企業への人材提案・
教育支援を一人のエージェントが行います。制作現場を熟知したエージェ
ントが、クリエイターと企業のより良い関係を築くお手伝いをします。

札幌

新潟

金沢

京都
広島

沖縄

仙台

東京

大阪

高松
福岡

名古屋

2020年4月シンガポール拠点開設！

��

03-5728-5580東京本社
092-737-8850福岡支社

https://www.fellow-s.co.jp/
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