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占いコーナー

時 午前11時～
　 午後3時

　フリーマガジンLismの人気コー
ナー「トリドキ」の和歌山探検隊と一
緒に、和歌山マリーナシティを散歩。
“スマートフォンを使って、トリドキ風”
におしゃれな写真を撮影、インスタグ
ラムで加工しましょう！ 参加無料。
❶午前11時～正午
❷午後2時～3時
参加希望者は、インフォメーション
にお越しください。

時 午前10時～午後4時
　話題のMONO（商品）を紹介してい
る人気コーナー「ちまたで話題のスグレ
MONO」。 紙面で紹介したヒット商品か
ら、これからヒット間違いなしの先取り商
品まで一堂に集めて販売します。 

出店：
近鉄百貨店和歌山店
イズミヤ和歌山店

ちまたで話
題の

スグレMO
NO販売

トリドキ
インスタ散歩

グルメ横丁

時 午前10時～午後4時
　本が好きな人、誰かにおすすめしたい本があ
る人が、この日のために本を集めて出店します！ 
お気に入りの1冊を見つけよう！ 

協力：よろずまち一箱古本市実行委員会

大カップ
400円

　和歌山のみかんだけを
使ったジュース。砂糖を使用
しない、無添加100%ピュア
な味を堪能できます。

中カップ 300円その他の
M E N U

 紀の川いおりファーム

和風特製
しょうゆねぎ

500円

　いつも行列ができる人気
店。和歌山たこやき選手権
で連続優勝実績がある実力
派の味を楽しんで。

ソース

ソースマヨ

400円

400円
その他の
M E N U

 たこやき処かくれんぼ

ハラミ串
800円

　一頭買いで、色んな部位
が味わえる焼肉店が登場。
こだわり抜いた自慢の肉を
存分に楽しんで。

一頭煮込みカレー

赤身ステーキ

700円

1500円
その他の
M E N U

 職肉屋（しょくにくや）

パン詰め合わせ
500円

　和歌山マリーナシティホ
テルのパン職人が焼き上げ
た、おいしいパンの詰め合わせ
（中身はそれぞれ違います）。

カフェ＆ベーカリー  カテリーナ

紀州よさこい
焼き豚バーガー

300円

　自家製焼き豚を柔らかい生
地で包んだ「紀州よさこい焼き
豚バーガー」が絶品。お手ごろ
価格のミンチボールなども。

ミンチボール

熊野牛コロッケ各種

100円

100円
その他の
M E N U

 肉のまるひこ

ワイン塩
500円

　つまようじでは持ち上げら
れないほど、柔らかく焼き上げ
た生地が特徴。フォークにの
せて食べるスタイルでどうぞ。

ソース 500円その他の
M E N U

 TAKOYAKI EIGHT（タコヤキ エイト）

極上大粒牛タンカレー
600円

　厳選された牛タンと、アメ
色玉ねぎや特製スパイスとと
もにじっくり100時間煮込ん
だ至極の牛タンカレー。

特製炭火焼牛たん串

3種の肉巻きおにぎり

500円

350円
その他の
M E N U

 がんこ屋 惠（けい）

桃みるく
シングルカップ 430円

　桃農家による、和歌山の
旬の素材を使ったイタリアン
ジェラート。「桃みるく」は桃の
風味をぜいたくに味わえます。

真田丸　シングルカップ

ほうじ茶ミルク　シングルカップ

430円

430円
その他の
M E N U

 藤桃庵（とうとうあん）

大海老の串カツ
自家製タルタルとバジルのソース

600円

　大阪で串カツのニュー
ウェーブとして展開する同
店。今回は、大阪天満店から
和歌山に初出店！

串カツ４種盛り

うめ鶏の挽肉カレー

600円

500円
その他の
M E N U

串カツ酒場 天5店

くぅくぅ丼
350円

　毎回人気のくぅくぅ丼。辛
口のひき肉がピリリと効いて
クセになる味。和歌山ラーメ
ンと相性抜群。

和歌山ラーメン（Wサイズは600円）

ミニ豚まん

350円

100円
その他の
M E N U

中国酒家 くぅくぅ 99

鶏皮せんべい
500円

　からあげグランプリ金賞受
賞店。国産の上質なとり皮
を、秘伝のタレに漬け込んで
パリパリに仕上げています。

紀州梅どりのからあげ

フライドポテト

500円

200円
その他の
M E N U

 からあげの まんぷく亭

15日
（土）

16日
（日）

15日
（土）

16日
（日）

15日
（土）

16日
（日）

■占い館selene（セレネ） 樹乃
四柱推命、タロット

参加無料 出張よろずま
ち

一箱古本市

■占い&カフェselene 蓮華（れんげ）
タロット

■Haleakala（ハレアカラ）近藤直
マナカード

15 16

15 =15日に出店 16 =16日に出店　※順不同

15 16

15 16

■七彩琉（ナイル）
タロット

■戸田くみ
タロット、禅タロット

■愛羽ミイコ
カラーボトルセラピー

15 16

15 16

15

■さらら凛（りん）
マインドブロックマスター

■Maopopoうらら
魂の地図、インナーチャイルドカード

■HALOA鈴木寿美
オラクルカードセッション

16

16

16

リラクセーション
コーナー

■若石（じゃくせき）足もみ
　阿弥屋（あみや）
歩き疲れた足を揉みほぐしてくれます

15

歩き疲れた足を揉みほぐしてくれます

※写真はイメージです

※写真はイメージです。実際と
は異なる場合があります

グルメ横丁グルメ横丁グルメ横丁グルメ横丁
※写真はイメージです。実際と
は異なる場合があります

■モデナ
普段はショールームに行かないと出

合えない輸入車の展示会。憧れの車
を間近で見て、触れて、楽しんじゃおう。

企業出展ブース
15日
（土）

16日
（日）

■くるま だるまや
　月々1万円から新車に乗れる！ 今話
題の「くるまだるまや」の月々払いコー
ナーが今回出張出店。全ての費用が
月々1万円になる秘密を聞いてみてね。

■建てようネット
自分にぴったりの建築家に出会える

「建てようネット」。 パネル展示の他、
建築家とも実際に話ができます。また
簡単なアンケートに答えると、各日先着
150人限定でお菓子が詰め放題。

フィッツミー和歌山
店

脚の健康度計測会

時 午前10時～午後4時

15日
（土）

16日
（日）

参加無料
所要時間
約5～10分

　最近こんなこと気になりませんか。「つまずくこと
が増えた」「15分以上歩くことが辛い」「片足立ち
でくつ下が履きにくい」

　健康総合企業「タニタ」と「和
歌山リビング新聞社」による女性
専用３０分フィットネスの「フィッツ
ミー和歌山店」が、ずっと元気で歩
くための「脚の健康度計測会」を
実施します。脚の筋力やバランス
能力といった運動機能の状態を、
簡単に確認できる「タニタ」の計
測機器を使って測定。 いつまでも
健康で若 し々く生活するために、
今の自分のレベルを知ってみませ
んか。

主催:和歌山リビング新聞社 　協力:和歌山マリーナシティ
特別協賛:紀陽銀行　　　　  ステージ協賛:高速オフセット 和歌山印刷

【フェスタHP】
hhttp://www.living-web.net/
livingfesta2016/
【フェイスブック】
https://www.facebook.com/livingfesta/

雨天決行

　気象庁により特別警報及び各警報〈大雨・洪水・
暴風・暴風雪・大雪・波浪・高潮・大津波・津波〉が発
令された際、また、警報・注意報の有無にかかわらず、
主催者（事務局）が開催が困難と判断した場合は延
期とさせていただきます。※延期日未定。ただし、内容
変更の場合あり

注意事項

当日開催可否は、当日午前６時からリビングフェスタホー
ムページとフェイスブックでお知らせします。

和歌山マリーナシティin

10月15日（土）・16日（日）
各日午前10時～午後4時
会場：第1駐車場およびポルトヨーロッパ園内

和歌山マリーナ
シティホテル

わかやま館

紀州黒潮温泉

黒潮市場

ポルトヨーロッパ

ドッグパーク

和歌山バス
バス停

会場
（第1駐車場内）

（キリトリ）

【有効期限／2016年10月15日・16日のみ】
■他のサービス、割引券との併用不可　■本券1枚で4名まで有効
■当日ポルトヨーロッパ入場ゲートのチケットブースへ提示ください

・大人（中学生以上）通常2,700円→2,000円
・小人（3歳以上）　  通常2,300円→1,700円

ポルトヨーロッパ乗物乗り放題 スタンダードパス 
リビングフェスタ限定クーポン 

フェスタHP facebook

イベントホール

ポルトヨーロッパ
は入園無料！

さらにポルトヨーロ
ッパからうれしい割

引クーポン登場！

10月15日・16日は
、和歌山マリーナシ

ティで遊びつくそう
♪

楽しいイベント盛りだくさん!! 場イベントホール

場イベントホール

場イベントホール

PLUG 
books

（プラグブックス）
も同時出店
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ご進物ご贈答に【地方発送も承ります】

和歌山市福町23-2（定休日／日曜）

第13回
リビングフェスタ 2016
in和歌山マリーナシティ

協賛企業（順不同）

■ペットしつけ教室
　楽しくしつけを学び、愛犬と絆を深めるゲーム。

■歯磨き教室
　今日からできる、ワンちゃんの口内ケア。 ■アニマルコミュニケーション

　ワンちゃんと飼い主の心を結ぶお手伝い。大好き
なワンちゃんの気持ちが気になる人は、ステージでの
メッセージを聞いてくださいね。

■Tタッチ
　ワンちゃんにやさしくマッサージ
をして、絆を深めます。

■ドッグファッションショー
〈15日（土）、16日（日）午後2時から〉
　オシャレなワンちゃんと飼い主が登場します。
上位入賞ペアを表彰。当日飛び入りもOK（受け
付けは1時45分まで）。

時 午前10時～午後4時

15日
（土）

16日
（日）

15日
（土）

16日
（日）

15日
（土）

16日
（日）

16日
（日）

15日
（土）

15日
（土）

ドッグパーク メインステージ

働くクルマ大集
合

手づくりおもちゃ

縁日 わかやま絵本大賞

ドッグパークドッグパークドッグパークドッグパーク

●地震体験（15日限定）
起震車で震度1～7の揺れを体感。体
験車は1回4人まで ※雨天の場合は
安全管理上中止します
●消防服を着て記念撮影
消防車をバックに、消防服を着て、消
防隊員と一緒に写真をパチリ
●AED講習
救急隊員による応急手当、AED講習
を開催。もしものときに備え、親子で学
びましょう
協力=和歌山市消防局
●警察官の制服を着て記念撮影

小さな子ども用の警察官の制服を着て
パトカーの前で写真を撮ろう！ 
協力=和歌山県警察本部

■消防車・救急車・起震車・パトカーが登場！

時 正午から（なくなり次第終了）

●薬剤師体験
「薬剤師はどんなお仕事？」。お菓子な
どを粉薬や錠剤に見立てて、調剤体験
ができます。白衣を試着して記念撮影
も。協力=和歌山県薬剤師会

■移動薬局車
　「モバイルファーマシー」

　“クリームパンマニア”のぱん部長
と、和歌山マリーナシティホテルのカ
フェ＆ベーカリー「カテリーナ」がコラボ
してクリームパンを開発！ 当日限定販
売します。 食べると幸せな気分になれ
るクリームパンをぜひ味わって。 
開発秘話やこだわりなど、ホームペー
ジで紹介してるので、ぜひチェックして
みてください。 
※値段などは、リビングフェスタホーム
ページやfacebookでお知らせします
協力：和歌山マリーナシティホテル

　プロのダンスや演奏だけではなく、一般参加型の
催しが盛りだくさん。ＭＣはお笑い芸人のすみたに。
子どもから大人、おじいちゃんおばあちゃんも、みんな
で楽しめること間違いなしです。

15日
（土）

16日
（日） 15 =15日に出店 16 =16日に出店　※順不同

時 午前10時～午後4時
　ちびっこたちが大好きな“遊び”
を集めました。どれも1回100円。

わなげ、コイン落としは景品を選べ

ます。大人も“コドモゴコロ”を取り

戻して楽しんでくださいね。
●わたがし
●ポップコーン
●スーパーボールすくい
●ぷよぷよボールすくい
●わなげ ●コイン落とし

時 午後1時～4時
　日本おひるねアート協会認定
講師・鈴木直子さんが手がける、
おひるねアートの撮影会。カメラや
スマホを持参してぜひ参加を。
❶午後1時～2時
❷午後2時～3時
❸午後3時～4時
各回定員10組。事前予約800円
（応募者多数の場合抽選）、当日
1000円。詳細はホームページへ。

時 午前10時～正午
　人気コーナー「こぴちゃんの手づ
くりおもちゃ」出張版。和歌山市子
育てひろばのスタッフと一緒に、お
もちゃ作りを楽しみます。
❶午前10時から ゴリラちゃん
❷午前10時半から あおむしくん
❸午前11時から マラカス
❹午前11時半から こぴちゃんと一
緒に写真を撮ろう！ 先着30人に、
こぴちゃんポシェットをプレゼント。

時 午前10時～午後4時
■絵本販売（15日、16日）
　第4回わかやま絵本大賞にノミ
ネートされた10作品を販売します。
■ナカオマサトシライブ（16日）
　「いってらっしゃいうんちくん」で、
第4回わかやま絵本大賞1位を獲
得した、作家のナカオマサトシさん
らが登場！ 午後1時半から、即興
お話＆絵描き、「うんちくんの歌」ラ
イブ、じゃんけん大会など盛りだくさ
んのステージをお届け。

時 午前10時～午後4時

10月15日（土）・16日（日）各日午前10時～午後4時

こぴちゃんの

超おいしいクリームパン

「ぱん部長のしあわせクリームパン」販売

ぱん部長が
プロデュース

おひるねアート撮
影会

青空マーケット

15日
（土）

16日
（日）

■粘土教室
不思議なねんどでハロ
ウィン、海のなかまたち
作り 

■雨の森陶芸の里
親子で陶芸教室。マグ
カップ作り

■Duex riche.co
  （デューリッシェ）
クレイでミニマカロンタ
ワーやメモスタンド作り

■Kt2（ケイティーツー）
ヘアゴムブレスレット作
り

■fuzizoo
布バッグ・小物、毛糸と
装飾糸で作る髪ゴム
のワークショップ

■773&aios
ハンドメイド雑貨

■Y's CRAFT
木工雑貨

■T&K
トールペイントで装飾し
たバック、小物入れ、
雑貨

■夏屋
和柄生地のがま口・など
の雑貨、つまみ細工・飾り
結びのヘアアクセサリー

■ミルソワ
素敵なキッズ用
手作り帽子の販売

■mai star☆DECO
スイーツデコ

■真昼猫
木のおもちゃの布の小
物

■sky fl ow
麻ひもバッグ、麻ひも
雑貨

■つぼみ教室手芸部
手作り雑貨

■アニマルアート
羊毛フェルトワーク
ショップ

■Mahalo
雑貨、アクセサリー、衣
類

■nemomo
アクセサリー

■白鳳会
組みひもアクセサリー、
その他

■くらっしぃぐらっしぃ
バーナーワークで作る
ガラスのアクセサリーや
とんぼ玉、季節の雑貨

■studio A
アイシングクッキー作り

■プリンティングストア 
　マーブル
オリジナルトートバッグ
作り

■Wood Work 
　SHIMAMOTO
オリジナル木工品、布
小物品

15日
（土）

16日
（日）

　リビングフェスタが誇るマンモスフリマ。衣類や雑貨、
日用品などバラエティーに富んだお店が軒を連ねま
す。掘り出し物を探して、皆でゆっくりと巡ってください

絵本作家・ナカオマサト
シさん

イラストレーター・イヌ
イマサノリさん

Fun×Fam

抱っこし亭大好き

昨年の仮装コンテストの様子

きいちゃん

リリクル

■看護師体験
時 15日（土）、16日（日） 午前10時～午後4時
　血圧測定の加圧をお手伝いしながら、看護師体験をしま
す。 さらに、白衣を試着して、ポラロイド撮影したプリントを無
料でプレゼント。ブース内では骨密度測定も実施。　
協力=和歌山県看護協会

15 15

1515 15 16

16 16

16

15 16

15 16

15 16 15 16

■銀次GINz
つまみ細工アクセサ
リー

1615

1515

15 16

15 16

1616

15

■ペットの「防災避難教室」
　災害時のペットの避難方法について学びます。

■ドッグダンスショー
　ワンちゃんと飼い主が音楽に合わせてダンスを披露！

SAYAKA&NAZUKI

■826252
小さなお子様でも作れ
るゲルキャンドル作り

15

育てひろばのスタッフと一緒に、お

午前10時半から あおむしくん

午前11時半から こぴちゃんと一

SAYAKA&NAZUKISAYAKA&NAZUKI

司会のすみたに

吉宗くん

手づくり市ワークショップ

1回100円

16日
（日）

フェスタ名物
マンモス
フリマ

11：00～ ＧＬＡＭキッズダンス

11：30～ クリームパン開発記念！
　　　　  ぱん部長とじゃんけん大会

12：00～ カラオケステージ（第1部）

13：00～ ＧＬＡＭダンス

14：00～ カラオケステージ（第2部）

15：00～ SAYAKA＆NAZUKIライブ

15：30～  Fun×Famライブ
10：00～ きいちゃんダンス
　　　　（オズダンスシステマティック
　　　　 パペット クラブ）

10：30～ ゆるキャラ大集合

11：00～ 大声コンテスト

11：40～ ぱん部長と
　　　　  和歌山マリーナシティホテル浅田シェフ対談

12：00～ わかやま楽落会・こども落語

13：30～ 絵本大賞・1位受賞作家
　　　　 ナカオマサトシライブ

14：30～ 仮装コンテスト

15：30～  Ｆｕｎ×Ｆａｍライブ

　ワンちゃんの洋服やグッズ、ペット用パワース
トーンを販売。「アニマルコミュニケーション」で

は、人と動物の間で意識の
交流を行います。愛犬や愛
猫の写真（携帯の画像でも
可）の持参を。質問1つにつき
500円で受けられます。

パドック

トーンを販売。「アニマルコミュニケーション」で

500円で受けられます。

ペットブース

場 ポルトヨーロッパ園内運河沿い

■虹色物語
透明の合成樹脂とＵＶ
ライトで、ステキなレジ
ンアクセサリー作り

15

■住山フラワーアレンジメ
ント教室～Petit Fleur～
プリザーブドフラワーで
ミニアレンジメント作り

16

■新聞記者体験
カメラを持って取材に
出掛け、記事を作成。
随時受け付け（1時間）

16

15日
（土）

協力：宮脇書店和歌山店、
TSUTAYAWAYガーデンパーク和歌山店

※イベント内容は変更する場合があります

こども落語

ぴょんぴょん亭うさぎ

勇気出し亭うな晴

ワークシ
ョップ

&

手づくり
市

15

■えぬとえいち
手作りの子供服・スタ
イなどの育児雑貨

15 16

■Maopopoひろ
オルゴナイト

16

※各催しのスケジュールはHP、
　フェイスブックページでお知らせ

※写真はイメージです

場 イベントホール

15日
（土）

16日
（日）

　スウェーデン発祥のスーパープレミアムペットフード
「husse」専任アドバイザーが、ペットの食事に関し
て無料でカウンセリン
グ。お試しフードの販
売も。

husse japan（フッセ ジャパン）和歌山

　添加物を使わず、国産の人間用の食材だけを使
用したペットフードやかわいい服など多数。おやつの
詰め放題（有料）も。

ペットフード　もぐもぐ家族

「husse」専任アドバイザーが、ペットの食事に関し

数量限定
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占いコーナー

時 午前11時～
　 午後3時

　フリーマガジンLismの人気コー
ナー「トリドキ」の和歌山探検隊と一
緒に、和歌山マリーナシティを散歩。
“スマートフォンを使って、トリドキ風”
におしゃれな写真を撮影、インスタグ
ラムで加工しましょう！ 参加無料。
❶午前11時～正午
❷午後2時～3時
参加希望者は、インフォメーション
にお越しください。

時 午前10時～午後4時
　話題のMONO（商品）を紹介してい
る人気コーナー「ちまたで話題のスグレ
MONO」。 紙面で紹介したヒット商品か
ら、これからヒット間違いなしの先取り商
品まで一堂に集めて販売します。 

出店：
近鉄百貨店和歌山店
イズミヤ和歌山店

ちまたで話
題の

スグレMO
NO販売

トリドキ
インスタ散歩

グルメ横丁

時 午前10時～午後4時
　本が好きな人、誰かにおすすめしたい本があ
る人が、この日のために本を集めて出店します！ 
お気に入りの1冊を見つけよう！ 

協力：よろずまち一箱古本市実行委員会

大カップ
400円

　和歌山のみかんだけを
使ったジュース。砂糖を使用
しない、無添加100%ピュア
な味を堪能できます。

中カップ 300円その他の
M E N U

 紀の川いおりファーム

和風特製
しょうゆねぎ

500円

　いつも行列ができる人気
店。和歌山たこやき選手権
で連続優勝実績がある実力
派の味を楽しんで。

ソース

ソースマヨ

400円

400円
その他の
M E N U

 たこやき処かくれんぼ

ハラミ串
800円

　一頭買いで、色んな部位
が味わえる焼肉店が登場。
こだわり抜いた自慢の肉を
存分に楽しんで。

一頭煮込みカレー

赤身ステーキ

700円

1500円
その他の
M E N U

 職肉屋（しょくにくや）

パン詰め合わせ
500円

　和歌山マリーナシティホ
テルのパン職人が焼き上げ
た、おいしいパンの詰め合わせ
（中身はそれぞれ違います）。

カフェ＆ベーカリー  カテリーナ

紀州よさこい
焼き豚バーガー

300円

　自家製焼き豚を柔らかい生
地で包んだ「紀州よさこい焼き
豚バーガー」が絶品。お手ごろ
価格のミンチボールなども。

ミンチボール

熊野牛コロッケ各種

100円

100円
その他の
M E N U

 肉のまるひこ

ワイン塩
500円

　つまようじでは持ち上げら
れないほど、柔らかく焼き上げ
た生地が特徴。フォークにの
せて食べるスタイルでどうぞ。

ソース 500円その他の
M E N U

 TAKOYAKI EIGHT（タコヤキ エイト）

極上大粒牛タンカレー
600円

　厳選された牛タンと、アメ
色玉ねぎや特製スパイスとと
もにじっくり100時間煮込ん
だ至極の牛タンカレー。

特製炭火焼牛たん串

3種の肉巻きおにぎり

500円

350円
その他の
M E N U

 がんこ屋 惠（けい）

桃みるく
シングルカップ 430円

　桃農家による、和歌山の
旬の素材を使ったイタリアン
ジェラート。「桃みるく」は桃の
風味をぜいたくに味わえます。

真田丸　シングルカップ

ほうじ茶ミルク　シングルカップ

430円

430円
その他の
M E N U

 藤桃庵（とうとうあん）

大海老の串カツ
自家製タルタルとバジルのソース

600円

　大阪で串カツのニュー
ウェーブとして展開する同
店。今回は、大阪天満店から
和歌山に初出店！

串カツ４種盛り

うめ鶏の挽肉カレー

600円

500円
その他の
M E N U

串カツ酒場 天5店

くぅくぅ丼
350円

　毎回人気のくぅくぅ丼。辛
口のひき肉がピリリと効いて
クセになる味。和歌山ラーメ
ンと相性抜群。

和歌山ラーメン（Wサイズは600円）

ミニ豚まん

350円

100円
その他の
M E N U

中国酒家 くぅくぅ 99

鶏皮せんべい
500円

　からあげグランプリ金賞受
賞店。国産の上質なとり皮
を、秘伝のタレに漬け込んで
パリパリに仕上げています。

紀州梅どりのからあげ

フライドポテト

500円

200円
その他の
M E N U

 からあげの まんぷく亭

15日
（土）

16日
（日）

15日
（土）

16日
（日）

15日
（土）

16日
（日）

■占い館selene（セレネ） 樹乃
四柱推命、タロット

参加無料 出張よろずま
ち

一箱古本市

■占い&カフェselene 蓮華（れんげ）
タロット

■Haleakala（ハレアカラ）近藤直
マナカード

15 16

15 =15日に出店 16 =16日に出店　※順不同

15 16

15 16

■七彩琉（ナイル）
タロット

■戸田くみ
タロット、禅タロット

■愛羽ミイコ
カラーボトルセラピー

15 16

15 16

15

■さらら凛（りん）
マインドブロックマスター

■Maopopoうらら
魂の地図、インナーチャイルドカード

■HALOA鈴木寿美
オラクルカードセッション

16

16

16

リラクセーション
コーナー

■若石（じゃくせき）足もみ
　阿弥屋（あみや）
歩き疲れた足を揉みほぐしてくれます

15

歩き疲れた足を揉みほぐしてくれます

※写真はイメージです

※写真はイメージです。実際と
は異なる場合があります

グルメ横丁グルメ横丁グルメ横丁グルメ横丁
※写真はイメージです。実際と
は異なる場合があります

■モデナ
　普段はショールームに行かないと出
合えない輸入車の展示会。憧れの車
を間近で見て、触れて、楽しんじゃおう。

企業出展ブース
15日
（土）

16日
（日）

■くるま だるまや
　月々1万円から新車に乗れる！ 今話
題の「くるまだるまや」の月々払いコー
ナーが今回出張出店。全ての費用が
月々1万円になる秘密を聞いてみてね。

■建てようネット
　自分にぴったりの建築家に出会える
「建てようネット」。 パネル展示の他、
建築家とも実際に話ができます。また
簡単なアンケートに答えると、各日先着
150人限定でお菓子が詰め放題。

フィッツミー和歌山
店

脚の健康度計測会

時 午前10時～午後4時

15日
（土）

16日
（日）

参加無料
所要時間
約5～10分

　最近こんなこと気になりませんか。「つまずくこと
が増えた」「15分以上歩くことが辛い」「片足立ち
でくつ下が履きにくい」

　健康総合企業「タニタ」と「和
歌山リビング新聞社」による女性
専用３０分フィットネスの「フィッツ
ミー和歌山店」が、ずっと元気で歩
くための「脚の健康度計測会」を
実施します。脚の筋力やバランス
能力といった運動機能の状態を、
簡単に確認できる「タニタ」の計
測機器を使って測定。 いつまでも
健康で若 し々く生活するために、
今の自分のレベルを知ってみませ
んか。

主催:和歌山リビング新聞社 　協力:和歌山マリーナシティ
特別協賛:紀陽銀行　　　　  ステージ協賛:高速オフセット 和歌山印刷

【フェスタHP】
hhttp://www.living-web.net/
livingfesta2016/
【フェイスブック】
https://www.facebook.com/livingfesta/

雨天決行

　気象庁により特別警報及び各警報〈大雨・洪水・
暴風・暴風雪・大雪・波浪・高潮・大津波・津波〉が発
令された際、また、警報・注意報の有無にかかわらず、
主催者（事務局）が開催が困難と判断した場合は延
期とさせていただきます。※延期日未定。ただし、内容
変更の場合あり

注意事項

当日開催可否は、当日午前６時からリビングフェスタホー
ムページとフェイスブックでお知らせします。

和歌山マリーナシティin

10月15日（土）・16日（日）
各日午前10時～午後4時
会場：第1駐車場およびポルトヨーロッパ園内

和歌山マリーナ
シティホテル

わかやま館

紀州黒潮温泉

黒潮市場

ポルトヨーロッパ

ドッグパーク

和歌山バス
バス停

会場
（第1駐車場内）

（キリトリ）

【有効期限／2016年10月15日・16日のみ】
■他のサービス、割引券との併用不可　■本券1枚で4名まで有効
■当日ポルトヨーロッパ入場ゲートのチケットブースへ提示ください

・大人（中学生以上）通常2,700円→2,000円
・小人（3歳以上）　  通常2,300円→1,700円

ポルトヨーロッパ乗物乗り放題 スタンダードパス 
リビングフェスタ限定クーポン 

フェスタHP facebook

イベントホール

ポルトヨーロッパ
は入園無料！

さらにポルトヨーロ
ッパからうれしい割

引クーポン登場！

10月15日・16日は
、和歌山マリーナシ

ティで遊びつくそう
♪

楽しいイベント盛りだくさん!! 場イベントホール

場イベントホール

場イベントホール

PLUG 
books

（プラグブックス）
も同時出店


