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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）。 ◎お預かりした個
人情報は、当社の定める個人情報保護規定に基づき、紛失、き損、漏えい等がな
いように適切に管理いたします。 ◎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、第三者への提供記録の
開示のお申し出には適切に対応いたします。 ◎当社が保有する個人情報の漏
洩が発生した場合には、個人情報保護委員会に報告し、漏洩した情報のご本人
様に通知を行います。 ◎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。

◎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）

本誌掲載記事の無断転載を固く禁じます。

※掲載情報は6月17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。

Tel.092-558-8613
広告掲載・チラシ折込・誌面内容のお問合せ

　0120-124-034（平日10:00～18:00）
配布に関するお問合せ

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。
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人生を楽しむ大人のための
毎日を豊かにする情報をお届け

100%オーガニック野菜のお試しセット

㈱ビオ・マーケット　ビオ・マルシェの宅配
0120-66-1183（平日9時～18時）　
福岡市東区原田4-17-13

通常価格2,808円のところ特別価格
1,500円（送料無料）でご用意。※1人1
点限り、セット内容は指定出来ません。

旬の有機野菜8～9品目

ビオ・マルシェの宅配

創業39年、京阪グループのビオ・
マーケット。サステナブルな有機農
業で土づくりからこだわって栽培さ
れた旬の有機野菜や有機栽培米、有
機卵、有機牛乳、洗双糖等を週に一
度ご自宅までお届けします。

ハープは気軽に始めることできる楽器の１つ。
優しい音色に癒され音楽を楽しみませんか？

ヤマハ音楽教室（日本楽芸社）千早センター
092-682-0304　 福岡市東区千早

4-22-37 Ｅタクビル１Ｆ　  10:00～
20:00（平日・土曜）、 9:00～13:00（日曜）

ヤマハ音楽教室　千早センター会津野菜

◆毎週火曜（月3回）
◆時間:各回30分
◆入会金:5,500円
◆月謝:8,800円（～3ヶ月）
　　　 11,000円（4ヶ月～）

【アイリッシュハープ個人レッスン】

優雅で温かい音色が特徴のハープ
は、難しそうに思えて、実は弦を弾
くだけで音が出るので、初心者でも
安心して始められる楽器の１つで
す。新しく始める習い事にもピッタ
リ。レッスンでは、ハープのレンタ
ルもありますので気軽に体験してみ
ませんか？

SEEN.～Eyelash＆Nail～
【香椎店】福岡市東区香椎駅前1-14-19-801　 092-287-5581　【大名店】福岡
市中央区大名1-3-32-302　 092-751-4826　 11:00～20:00　 不定休

広々とした完全個室でメンズ、レディース共にアイデザイン・
ネイルデザインの施術が体験出来る「SEEN.」。知識と経験豊
富なスタッフが、お客様の目の形や毛の状態、メイクの雰囲気
などを見て最高のまつ毛エクステとまつ毛カールを提案してく
れる。なかでも、日本人に多い下向きまつ毛に合わせ根元から
しっかりと立ち上げ目元の印象をはっきりさせる「パリジェン
ヌラッシュリフト」が人気。まつ毛お悩み解決サロンとしてリ
ピートする方が多いが、ネイルサロンとしてもお客様からの支
持を得ている。あなたの魅力を最大限に引き出してくれるであ
ろう「SEEN.」へ夫婦で訪れ体験してみては。

個々の美を最大限に生かした施術を体験。
唯一無二の「理想の自分」を叶えるサロン。

店内は広々とした完全個室で高級感のある落ち着いた雰囲気。

お客様にあったアイデザイン・ネイルデザインを提供。男性ネイルも対応、手元の魅力を格上げ。

INFORMATION

キラキラな毎日を。

SEEN. 福岡

“魅せる綺麗はここから始ま
る。”をコンセプトにお客様に
あった施術を行う「SEEN.」。
まつ毛エクステ・まつ毛カー
ル・アイブロウ・ネイルを1か
所で出来る魅力的なエステサ
ロン。

おき農園（Katsuki Vege Stand & Oki Labo）

おき農園　糸島

糸島志摩地区の香月（かつけ）という海沿いの小さな集落にあるお
き農園は、少量多品目の露地野菜を栽培し、直売所で個人向け
に販売するほか福岡市内の飲食店へ宅配を行っている。園主の
こだわりは、土作りである。農家によって土作りへのアプロー
チは様々だが、おき農園は土壌診断と機械を使った深耕、完熟
した堆肥の施肥を行う。もう１つは美味しい品種の選定と畑で
採れた野菜を鮮度よくお届けすることだ。海岸沿いで育つ野菜
は、海からの風が運ぶミネラルをたっぷりと含んでおり、また
潮風が適度にストレスを与えることによって、自然と甘みや味
わいのある野菜に育つことが最大の特徴である。

糸島志摩の沿岸部で育つおき農園の潮風
野菜。「季節の旬の野菜」を新鮮な状態で。

2011年から糸島、志摩地区で年間50品目の「旬」の野菜を栽培。

基本的にその日に採れたものをその日に箱詰めしてお客様にお届け

INFORMATION

2018年6月にオープン。園主
の『畑を持って、人と人がつな
がる場所を作りたい。農業を
通して、誰かの思い出に残る
ような温かい場所を作りた
い。』そんな想いから生まれた
直売所。

おき農園直営の直売所

050-3383-4897　 糸島市志摩久家2537-1
土日 10:00～16:00

建物も生きている。お家や建物を大切にされて
いる方は是非ご参加ください。

株式会社オハナ

株式会社オハナ

勉強会の詳細、WEB申込みは右記QR
コードまたはお電話で。
日時：7月9日/16日/17日/23日/30日
会場：春日市ふれあい文化センター、
　　  アクロス福岡、ともてらす早良、
　　  波多江コミュニティセンター等

【屋根・外壁塗り替え勉強会】

近年の外壁・屋根の塗装は不良施工
が多発している。オハナの講座は外
装劣化診断士である市民講座認定講
師が、信頼できる業者の選び方・見
積書や塗装仕様書の注意点・最適な
塗料の種類と性能を詳しく説明。業者
を選択する為には消費者にも正しい知
識を身に付ける事が求められている。

092-836-8100
福岡市城南区梅林4-29-23
電話受付 9:00～19：00

～山奥の、会津から。～　会津野菜
栄養たっぷりの朝採れ新鮮野菜をご自宅にお届け

会津野菜
0241-49-2022　 9:00～19:00
日・夏季・年末年始
https://aizu-yasai.jp

会津野菜をご注文いただいた方に、裏
磐梯大塩温泉を煮詰めて生成した「会
津山塩」をプレゼント。ご注文内容確
認ページ最下部のお問合せ欄に「アフ
ルエント見た」とご入力ください。
※期間限定：2022年7月31日まで

【特典】会津山塩をプレゼント

自然豊かな会津で愛情をかけて育て
た、新鮮朝採り野菜をその日のうち
に発送。春夏は西会津ミネラル野菜
セット、喜多方アスパラ野菜セット、
秋冬は西会津/喜多方新米＋秋冬野菜
セットがあり、山菜、アスパラ、新米、
白菜、雪下キャベツなど、その時期
一番美味しい野菜をお送りします。
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優しい音色に癒され音楽を楽しみませんか？

ヤマハ音楽教室（日本楽芸社）千早センター
092-682-0304　 福岡市東区千早

4-22-37 Ｅタクビル１Ｆ　  10:00～
20:00（平日・土曜）、 9:00～13:00（日曜）

ヤマハ音楽教室　千早センター会津野菜

◆毎週火曜（月3回）
◆時間:各回30分
◆入会金:5,500円
◆月謝:8,800円（～3ヶ月）
　　　 11,000円（4ヶ月～）

【アイリッシュハープ個人レッスン】

優雅で温かい音色が特徴のハープ
は、難しそうに思えて、実は弦を弾
くだけで音が出るので、初心者でも
安心して始められる楽器の１つで
す。新しく始める習い事にもピッタ
リ。レッスンでは、ハープのレンタ
ルもありますので気軽に体験してみ
ませんか？

SEEN.～Eyelash＆Nail～
【香椎店】福岡市東区香椎駅前1-14-19-801　 092-287-5581　【大名店】福岡
市中央区大名1-3-32-302　 092-751-4826　 11:00～20:00　 不定休

広々とした完全個室でメンズ、レディース共にアイデザイン・
ネイルデザインの施術が体験出来る「SEEN.」。知識と経験豊
富なスタッフが、お客様の目の形や毛の状態、メイクの雰囲気
などを見て最高のまつ毛エクステとまつ毛カールを提案してく
れる。なかでも、日本人に多い下向きまつ毛に合わせ根元から
しっかりと立ち上げ目元の印象をはっきりさせる「パリジェン
ヌラッシュリフト」が人気。まつ毛お悩み解決サロンとしてリ
ピートする方が多いが、ネイルサロンとしてもお客様からの支
持を得ている。あなたの魅力を最大限に引き出してくれるであ
ろう「SEEN.」へ夫婦で訪れ体験してみては。

個々の美を最大限に生かした施術を体験。
唯一無二の「理想の自分」を叶えるサロン。

店内は広々とした完全個室で高級感のある落ち着いた雰囲気。

お客様にあったアイデザイン・ネイルデザインを提供。男性ネイルも対応、手元の魅力を格上げ。

INFORMATION

キラキラな毎日を。

SEEN. 福岡

“魅せる綺麗はここから始ま
る。”をコンセプトにお客様に
あった施術を行う「SEEN.」。
まつ毛エクステ・まつ毛カー
ル・アイブロウ・ネイルを1か
所で出来る魅力的なエステサ
ロン。

おき農園（Katsuki Vege Stand & Oki Labo）

おき農園　糸島

糸島志摩地区の香月（かつけ）という海沿いの小さな集落にあるお
き農園は、少量多品目の露地野菜を栽培し、直売所で個人向け
に販売するほか福岡市内の飲食店へ宅配を行っている。園主の
こだわりは、土作りである。農家によって土作りへのアプロー
チは様々だが、おき農園は土壌診断と機械を使った深耕、完熟
した堆肥の施肥を行う。もう１つは美味しい品種の選定と畑で
採れた野菜を鮮度よくお届けすることだ。海岸沿いで育つ野菜
は、海からの風が運ぶミネラルをたっぷりと含んでおり、また
潮風が適度にストレスを与えることによって、自然と甘みや味
わいのある野菜に育つことが最大の特徴である。

糸島志摩の沿岸部で育つおき農園の潮風
野菜。「季節の旬の野菜」を新鮮な状態で。

2011年から糸島、志摩地区で年間50品目の「旬」の野菜を栽培。

基本的にその日に採れたものをその日に箱詰めしてお客様にお届け

INFORMATION

2018年6月にオープン。園主
の『畑を持って、人と人がつな
がる場所を作りたい。農業を
通して、誰かの思い出に残る
ような温かい場所を作りた
い。』そんな想いから生まれた
直売所。

おき農園直営の直売所

050-3383-4897　 糸島市志摩久家2537-1
土日 10:00～16:00

建物も生きている。お家や建物を大切にされて
いる方は是非ご参加ください。

株式会社オハナ

株式会社オハナ

勉強会の詳細、WEB申込みは右記QR
コードまたはお電話で。
日時：7月9日/16日/17日/23日/30日
会場：春日市ふれあい文化センター、
　　  アクロス福岡、ともてらす早良、
　　  波多江コミュニティセンター等

【屋根・外壁塗り替え勉強会】

近年の外壁・屋根の塗装は不良施工
が多発している。オハナの講座は外
装劣化診断士である市民講座認定講
師が、信頼できる業者の選び方・見
積書や塗装仕様書の注意点・最適な
塗料の種類と性能を詳しく説明。業者
を選択する為には消費者にも正しい知
識を身に付ける事が求められている。

092-836-8100
福岡市城南区梅林4-29-23
電話受付 9:00～19：00

～山奥の、会津から。～　会津野菜
栄養たっぷりの朝採れ新鮮野菜をご自宅にお届け

会津野菜
0241-49-2022　 9:00～19:00
日・夏季・年末年始
https://aizu-yasai.jp

会津野菜をご注文いただいた方に、裏
磐梯大塩温泉を煮詰めて生成した「会
津山塩」をプレゼント。ご注文内容確
認ページ最下部のお問合せ欄に「アフ
ルエント見た」とご入力ください。
※期間限定：2022年7月31日まで

【特典】会津山塩をプレゼント

自然豊かな会津で愛情をかけて育て
た、新鮮朝採り野菜をその日のうち
に発送。春夏は西会津ミネラル野菜
セット、喜多方アスパラ野菜セット、
秋冬は西会津/喜多方新米＋秋冬野菜
セットがあり、山菜、アスパラ、新米、
白菜、雪下キャベツなど、その時期
一番美味しい野菜をお送りします。
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受付時間／10:00～17:00

定休日／毎週火曜日・水曜日

AJF HOME 092-834-3300
LINEからも見学予約ができます♪
AFFLUENT見ました。見学希望！
とメッセージをお願いします

LINEで見学予約お問い合わせ・
見学のご予約は
お電話または、
ホームページにて


