
Smile Flowers at Tsuruya

自宅を新築して約2週間で被災
したのですが、家の水槽で熱帯
魚が泳ぐ姿を見る日が自分に
とって本当の復興の日です(笑)
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したのですが、家の水槽で熱帯
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B2階
野菜売場　嶋本さん

1階　SUQQUスタッフ
左から／吉良さん・本道さん・岩木さん 1階　婦人用品　巻幡さん

1階　総合案内　高橋さん

「鶴屋が空いているとう
れしい」と駆けつけてくだ
さったお客様の顔を見て
こちらも励まされました。

たくさんの常連さんにご来店いただいて、
本当にうれしい。5月1日に新発売する予
定だった夏の新商品をやっと皆さんにご
紹介できます！

とって本当の復興の日です(笑)とって本当の復興の日です(笑)とって本当の復興の日です(笑)とって本当の復興の日です(笑)
B1 階
キャッスルワールド　
大崎さん

お客様の元気そうな声を聞いて、
こちらも元気をもらっています！
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こちらも励まされました。こちらも励まされました。こちらも励まされました。
定だった夏の新商品をやっと皆さんにご

グランドオープン6/1水

1階　婦人用品　巻幡さん

「鶴屋が空いているとう
れしい」と駆けつけてくだ
さったお客様の顔を見て
こちらも励まされました。こちらも励まされました。こちらも励まされました。こちらも励まされました。こちらも励まされました。こちらも励まされました。

鶴屋スタッフの笑顔
くまもと復興の原動力となる

開店前から多くのお客様がい
らっしゃって「本当に待ち望まれ
ていたんだ」と実感。笑顔でお
買い物をされているお客様を見
て、心から安心しました。

熊本は、鶴屋百貨店がオープンしていないと活気が
足りない。多くの人からのリクエストに応え、当初予
定していた再オープンを早めるべく頑張ったスタッ
フ。5月14日には地下から１階まで、そして今月つい
に全館がグランドオープン。これまで以上に心からの
笑顔で一人ひとりのお客様と触れ合っていきます。

焼肉
 食べて
  頑張ろう!

!

上熊本店／TEL.096-356-4429
熊本市西区上熊本2-8-45

西銀座通り店／TEL.096-327-2917
熊本市中央区新市街2-5 サンスクエアビル2F

銀杏通り店／TEL.096-325-2917
熊本市中央区新市街1-11 サンホワイトビル1F

平成店／TEL.096-334-2911
熊本市南区平成2-3-8

お肉は自慢の目利きで選んだ
最高級の黒毛和牛を、部位ごとに
その特質を活かして仕込み、
最も良い状態でご提供。

喧噪と距離を置き
ゆっくり過ごして
いただける店内

完全個室の和情緒あふれる空間、

掘りごたつで寛ぎながら最高級の

黒毛和牛を心ゆくまでご堪能下さい。

○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2016年6月4日号 〈48Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は39ページに掲載
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TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


