










夏の日差しで受けた紫外線ダメージは早めの対処がマストです。
健康的なお肌で迎えるための心強いお店をご紹介します。

の疲れをふきとばす !
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応募要項

〒416-0952　富士市青葉町473
株式会社 広宣社「ma-neプレゼント係」宛

※プレゼントに関するお問い合わせは、ma-ne編集部へ。
お店様・ご提供企業様に直接お問い合わせをされないよう、お願い致します。

メールフォーム

H P https://ma-ne.jp/

0545-65-0880FAX

present@ma-ne.co.jpMAIL

郵 送 締切日の消印有効

締切日の24時までF A X

締切日の午前中までMAIL・WEB

ご応募は、左の内容をハガキに記入してご郵送
いただくか、メール、FAXにてご応募下さい。

※当選者様には当選メールをお送りします。
※20歳未満の方のご応募は、不可とさせてい
ただきます。※お名前・ご住所のご記入漏れに
お気を付け下さい。

3/21-4/21
牡羊座

恋愛運

仕事運

金　運

4/22-5/21
牡牛座

恋愛運

仕事運

金　運

6/22-7/21
蟹 座

恋愛運

仕事運

金　運

5/22-6/21
双子座

恋愛運

仕事運

金　運

7/23-8/23
獅子座

恋愛運

仕事運

金　運

8/24-9/23
乙女座

恋愛運

仕事運

金　運

10/24-11/22
蠍 座

恋愛運

仕事運

金　運

9/24-10/23
天秤座

恋愛運

仕事運

金　運

11/23-12/22
射手座

恋愛運

仕事運

金　運

12/23-1/20
山羊座

恋愛運

仕事運

金　運

2/20-3/20
魚 座

恋愛運

仕事運

金　運

1/21-2/19
水瓶座

恋愛運

仕事運

金　運

タロット鑑定士

m a i l .  rena.dream1107923@gmail.com

完全予約制 ご予約はTel又はメールにてお申し込み下さい。
レナRena

phone.  080-4303-8975

※当選メール

※当選メール

※当選メール

※プレゼントA・B・C・Eの当選内容は、商品引換券です。ご当選者様自身で、
　店頭でのお引き換えとなりますので、ご了承の上ご応募下さい。
※プレゼントA・B・C・Eの当選内容は、商品引換券です。ご当選者様自身で、
　店頭でのお引き換えとなりますので、ご了承の上ご応募下さい。

当選メールは「kohsensya@ka.tnc.ne.jp」で届きます。「kohsensya@ka.tnc.ne.jp」からの
メールを受信できる様、ドメイン設定を解除して頂いただくか、又は弊社ドメイン
『ka.tnc.ne.jp』を 受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上げます。
※携帯電話およびスマートフォンによっては、購入時の初期設定の時点で
上記の設定がされている場合があります。ご自身で制限の設定をされていなくても、
事前に設定されている場合がありますので、ご応募前に必ずメール受信設定のご確認
をお願い致します。お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

当選のお知らせ方法が変わりました！メールにてのお知らせとなりますので
ご応募の際はメールアドレスのご記入をお忘れなく！
当選のお知らせ方法が変わりました！メールにてのお知らせとなりますので
ご応募の際はメールアドレスのご記入をお忘れなく！

今まで心にあった不安やトラ
ウマなどのストレスがよみが
えり、憂鬱な気持ちになって
しまいそうです。人を信用で
きなかったり、物事を否定的
に考えてしまいそう…焦らな
いで待ちましょう。

とても安定していて正しい判
断力があり、バランスも取れ
ています。お仕事の面でも感
情に流される事なく冷静に
判断でき、良い方向へと物事
が進んでいくでしょう。人から
の信頼もありますよ。

今まで順調に進んでいた物
事がバランスを崩して思うよ
うに行かなくなってしまいそ
うです。人間関係もお互いが
意見を尊重できず停滞気味
になりそう…今は心身共に
癒される事が必要なようです

いろいろな面でパワーが落
ちてしまい、何をするにもや
る気を失ってしまいそうです。
無気力で人任せになってしま
い、物事が思うように進んで
いかないかも…自然の景色
を見て目の疲れを取ると◎

何か新しい事にチャレンジす
るのに良いタイミングす。自
分の実力や自分らしさを活
かせるチャンスですので、自
信を持って積極的に取り組ん
でいきましょう。コミュニケー
ション能力も◎

少し心が不安定になりコント
ロールが難しく周りも混乱さ
せてしまう事も…無駄遣いや
浪費など出費も多くなってし
まいそうです。エステサロン
などで癒されて、リフレッシュ
できるとUPしそう★

さまざまな事に調和がとれて
整った状態なので、とても良
い結果が期待できそうです。
人間関係、仕事、恋愛におい
て理想的な結果になりそうで
すよ。海外ともとても縁があ
りそうです★

とても冷静に自分自身と向き
合える時です。過去や未来の
事に目を向けるのではなく、
今の現状に目を向けると良
いでしょう。周りの言葉に振り
回されず自分の意思を大切
にしましょう。

気持ちが定まらずあちこちに
目がいきやすいので、周囲と
の人間関係も空回りしてしま
いそう…甘い誘惑に負けて
感情に流されないように気
を付けましょう。気分転換に
イメージチェンジをすると◎

突然なアクシデントや災難が
起き、とてもネガティブな気
持ちになってしまいそう…慌
てて行動してしまうと、状況
が悪化してしまいかねない
ので今は動かず待った方が
良さそうですよ。

無計画で人の意見を聞かず、
その場限りの行動に出てしま
い周囲の人や自分自身も混
乱させてしまいそうです。
地に足をついて今の現状を
安定させ、落ち着いて行動に
移してみましょう。

とても心が穏やかで、周りの
人から信頼が得られて認め
られるような事がありそうで
す。目上の人からのアドバイ
スや好意などがあったら素直
に感謝を持って受け取ると、
物事が良い方向に進みます
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★の数は1～5です
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�
今月の12星座別
タロット占い

大暑の頃、またひとつ歳を取りました！毎年、誕生日には義
実家がどどーーん！と松阪牛のお肉を贈ってくれます。三重
県の有名な精肉店朝日屋さんのこのパッケージを見ると歳
を取ってしまったアンニュイな気分が晴れます！←ホント
か？？やっぱり松阪くん、最高！大好きです♡

と書いて「ククゥー」と読みます。友人が沼津に飲食店を
OPENしたということで先日お邪魔してきました(^O^)外観
からオシャレなのが伝わって来ます♪店内は半個室やカウ
ンターもあるので用途によって使い分け出来るのもいいで
すね★もちろん料理もこだわっているので何を食べても美
味しい～!!写真は、お料理の写真を載せようか迷いましたが
…それは行ってからの、お楽しみという事で(*^_^*)♪

≪★coucou★≫

こんにちは、ＫＥＮです。やっと少しずつ涼しくなっ
てきました！今年も何とか夏を乗り越えられました!!
最近少し料理をするようになったのですが、先日初
めてローストビーフを作ってみました。思ったより難
しくはなかったのですが、包丁の切れ味が悪くカッ
ト面が汚いことと、周りを少し焼きすぎましたが味
は良かったので今度再チャレンジします!!

ローストビーフ作ってみた 松阪くん♡
４月から続けている朝ジョギング習慣は８月もなんとか
200km走り切りました。８月は暑すぎて辛かったです！日
中の灼熱を避けて早朝５時から走った日もありました。走
りながら見た日の出や朝焼けは最高にキレイでした！酔っ
ぱらって寝ていた頃には見ることの出来なかった感動的
な光景がこんな身近にある事に気付けただけでも走り始
めて良かったと実感しています。

1 0月編集後記

今更ながら何故、富士山？と思う方が多いと
思いますが、最近になって静岡県に来たので
富士山の雄大さにハマりよく写真を撮っておりま
す。この時の富士山はお盆休み期間で、年間を通して
緑が多い富士山は数少ないと言わまして、写真を撮り
ました。富士山は色んな見え方がありますよね。皆様
のオススメの富士山の写真はありますか？

!富士山!

★える太郎★☆またろ☆

yuu.ウエマティ

朝焼けに泣きました

KEN

富士のふもと大博覧会2018グランプリ受賞の、富士山朝霧高原
のたまご、駿河湾海洋深層水の塩を使った静岡ならではのロー
ルケーキです。直売店ちょこっとは毎月第2･第4  土・日曜営業
(9月：14・15・16・28・29)(10月：12・13・26・27)(11月：9・10・23・24)。

露天風呂やさまざまなマッサージ風呂、高濃度炭酸泉、
バナジウム水風呂の他、サウナも充実。多様なライン
ナップで気軽に立ち寄れるお食事処もぜひお楽しみく
ださい。

提供:富士高原スイーツ工房直売店Chocotto(ちょこっと)
tel.0545-71-7100　住/富士市久沢1108-1
営/10:00～17:00　  http://fujisweets.co.jp/

特別
ご招待券

提供：スーパー銭湯ゆらぎの里
tel.0545-63-2641　住/富士市蓼原227-1
営/9:00～24:00　    休/第3水曜日

B
3名様

D
3組6名様

テレビや雑誌でも話題の杉山フルーツの生ゼリー！果
物屋が作るゼリーだから味の引き出し方も熟知してい
ます。当選された方は前日までにご連絡の上、当選メー
ルをお店にてご提示下さい。

1枚につきお一人様1回限り有効。満席及び特別興行（先
行上映）の場合はご利用頂けません。土日祝日可。払い
戻しはできません。3D作品は+￥400でご覧頂けます。
駐車場無料券は発行できません。

生ゼリー
人気の3種
プレゼント

映画招待券
シネマサンシャイン沼津
にて上映中の映画を
ご覧いただけます。

提供：シネマサンシャイン沼津
tel.055-926-7712　住/沼津駅北口前BiVi沼津内4F 
http:/www.cinemasunshine.co.jp/theater/numazu/

提供：杉山フルーツ
tel.0545-52-1458　住/富士市吉原2-4-3
営/9:00～17:00　    休/不定休

E
3名様

F
3名様

今月のプレゼント 2019
10.10

プレゼント応募締切

※当選メール

駿河湾の
塩ロール
(3個入り)

緑あふれる隠れ家カフェ「カフェ・ド・ジャルダン」より
お食事ご利用の方に自家焙煎のオリジナルブレンドを
プレゼント。ランチやスイーツと一緒にお楽しみ下さい。

提供：Cafe de jardinカフェ・ド・ジャルダン
住/富士市大渕3586-7　tel / 0545-36-2534
営 / 11:00～18:00　休 / 月曜・火曜・水曜

自家焙煎
コーヒー1杯

富士朝霧高原の新鮮なジャージー牛乳とこだわり卵を
使った手作りプリン専門店よりプリン3種をプレゼント。

プリン3種
セット
(写真はイメージです。)

① ご住所 9月号

② お名前

⑧お電話番号⑦メールアドレス
      (プレゼント送付先)

④年齢 【 　　　　　】 歳　　　　⑤　   既  婚　　/　　未  婚　　　  ⑥ ご職業 【　　　　　   　　　　　　 】

〒

Q1. 『ma-ne』をお手に取っていただいた場所。

Q3. ma-neや編集部員に対するご要望・ご感想をなんでもお聞かせください。

 【 　　　 　　】③ご希望のプレゼント

提供：こだわりプリンの店 ふじ
tel.0550-88-2212  住/御殿場市中畑431-1  休/ 年中無休
営/ 月～土 9：00～19：00 日・祝 10：00～19：00

A
5名様
A

Q2. 今年の夏休みの思い出は？

C
3名様

※当選メール





￥8,400 ￥8,400

話題のバインドロックもつけ放題【8,400円】

％OFF3030

％OFF3030 ％OFF3030

％OFF3030 ％OFF3030
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