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サンリー菊陽アスパ 検索←

菊陽町のスケートリン
ク。1月4日まで午後5時
以降は貸靴（通常450
円）が無料に！　貸しソリ
は30分・300円（税込）。
1月1日～1月4日は無
料ワンポイントレッスン
を開催。午前11時30分
～、午後2時30分～（1
日は午後2時30分～の
み）。5日～通常営業

年末年始も休まず営業致します！

住／菊池郡菊陽町津久
礼2472
営／10：00～19：00
※12/28～30＝10:00～
20：45、
12/31＝10:00～19:00、
1/1＝12:00～20：45、
1/2～4＝10:00～20：45

☎096-232-0616

気軽に鉄板焼が楽しめる
「佳紋」。人気の「彩ラン
チ」は、メインがフィレ肉
かサーロインから選べ
て2500円。土日祝日も
ＯＫなので、三が日も楽
しめますよ。掘りごたつ
式の和室もあるので、お
正月の集まりや、新年会
にもぴったり！
※価格はすべて税別

２日から営業。お正月はステーキで贅沢に！

住／中央区上通町3-15-地階
営／11:30～14:00、17:30～21:30os
休／なし（12/31・1/1休） ☎096-351-4129

ディナーコースも充実！
6300円～1万5000円
・アワビ＆フィレステ
ーキコース…7408円
・夢コース（オマール
海老付き）…6482円

※詳細は問合せを

ボウリング＆ゲ
ームのパスカワ
ールド宇土店。
お正月は楽しい
イベントが盛り
だくさん！

住／宇土市善道寺町綾織95  宇土シティモール内
営・休／なし（年末年始は深夜まで営業時間延長）

☎0964-22-5311

年末年始も休まず営業

パスカワールド宇土 検索←

住／上天草市松島町合津6225-7
営／9:00～17:00　※年中無休

元旦も朝から元
気にOPEN！魚
たちが待ってい
るよ。遊びに来
てね！　詳しく
はHPへ。

年末年始も通常営業！

☎0969-56-2570

シードーナツ 検索←

2日・3日はご来場先着
100名様に紅白まんじ
ゅう進呈！　また、アンケ
ートにご協力いただいた
お客様は商品券やキャラ
クターカレンダーが当た
る抽選会に参加できま
す。さらに、7～9日はえ
びす屋餅本舗、ブローニ
ュの森、白い貴婦人のス
イーツのプレゼントも

２日（月）朝10時からお年玉イベントがいっぱい

住／南区田井島1-13-10
営／10:00～18:00
休／なし（12/28～1/1休）

☎096-370-5577

KAB　住まいるパーク 検索←

本社総合展示場・県庁通
り展示場などの県内全
展示場のモデルハウスで
「新春見学会」を開催い
たします。
ご家族が喜ぶ福袋のプ
レゼントをご用意して、
スタッフ一同、皆さまの
お越しを心よりお待ちし
ております。2017年も
よろしくお願い致します

2日朝10時から全展示場で「新春見学会」開催

住／東区佐土原1-3-15
（第2空港線沿い）
問／9：00～18：00　
休／水曜※12/27～1/1休
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アイ-ウッド 検索←

肉のドッキン市、ラインガ
ルテン、健康増進施設ア
ピス、ぶぶたん、ひだまり
牧場、焼肉港がるてん、レ
ッフェル、牛カツ専門店
おおつかのオオツカグル
ープでは、各店新年2日よ
り営業致します！　また、
グループ全店でポイント
カード会員募集中。お得
なお買い物にぜひどうぞ

オオツカグループ各店  2日（月）より営業！

流通団地☎096-377-2941
武蔵ケ丘☎096-339-1670

肉のドッキン市

※1/1は休（12/31まで通常営業）

☎096-388-4129
ラインガルテン・焼肉港がるてん

☎096-379-6333
アピス・ひだまり牧場

☎096-388-2626
ぶぶたん・ひだまり牧場

流通団地☎096-370-2151
武蔵ケ丘☎096-348-4129

レッフェル

オオツカグループ

牛カツ専門店 おおつか
☎096-348-7000

その形から“金魚の島”と
して親しまれる天草・樋島
（ひのしま）。新鮮な海の
幸を堪能できるのはもち
ろん、釣りやミューイ天
文台、隣町の御所浦白亜
紀資料館など、レジャー
スポットもたくさん。「ひ
のしま荘」「よしやホテル
きらら停」「和潮」「漁師の
郷」への予約はHPから

おいしい・楽しい樋島！ 年末年始も予約受付中

天草四郎観光協会 検索←
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ヤマハ
天草工場

樋島龍ヶ丘町大道港
フェリー乗り場

上天草市龍ヶ岳町

☎0969-62-0568
旅館  ひのしま荘

☎0969-62-1108
よしやホテルきらら停

☎0969-62-1175
旅館  漁師の郷
☎0969-62-1258
活魚旅館  和潮

ピザポケットは年末年
始も元気に営業中！　
TKUの日で「若っ人ラ
ンド」と共同開発、全て
完売と大好評を得た「ゴ
マん悦ピザ」が3月10
日までの期間限定で販
売中！　価格はMサイズ
1580円（税込）。みんな
が集まったらピザポケ
ットで決まり

ピザポケットは市内10店舗全て年中無休！
武蔵ケ丘店☎096-348-1777
月出店　☎096-387-3900
清水店　☎096-343-7800
力合店　☎096-320-2223
世安店　☎096-351-2551
黒髪店　 ☎096-341-1777
上熊本店☎096-324-4131
健軍店　  ☎096-331-2777
水前寺店☎096-384-8700
田迎店　 ☎096-214-3337
営／11:00～23:00
　 （22:30ｏｓ）
休／無休 
（12/31＝11:00～21:00、
1/1＝12:00～23:00）

人気の福袋は、数量限定で
1万円と1万5000円（税
込）の２種類を、メンズ＆
レディスそれぞれ、サイズ
別にご用意しております。
また、ただ今冬物クリアラ
ンスセールを開催中！人気
アウトドアブランドがメ
ーカー希望価格から40～
20％オフ（一部対象外）。
この機会をお見逃しなく

年末年始も休まず営業！　元日は朝9時より

☎096-371-1800
住／中央区本荘町631-1
（山本釣具センター本店
2階）
営／9:00～22:00
※12/31・1/1は9:00～
20:00、1/2より通常営業

イオンモール熊本の初売
りは元旦より、約1万個
の福袋をご用意しており
ます。数量限定ですので
ご了承ください。１日の
開放時間などにつきまし
ては、ＨＰをご参照くだ
さい。コンテナモール「ハ
レ晴れ」も営業いたしま
す。皆さまのお越しをお
待ちしております

１月１日（元旦）、あさ８時30分から開店！

☎096-235-2200
住／上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
営／イオン熊本 8：30～22:00　
　　水春 6:00～25:00　
　　専門店 8:30～21:00　
　　レストラン 8:30～21:00 
　　エム・シー・オイル嘉島店 9:00～22：00
※元旦の営業時間　※ほか各営業時間はＨ
Ｐを確認   休／なし　※年中無休

レストラン「サンシエロ」
ではイタリアンとチャイ
ニーズの人気メニューが
30種以上勢揃い！ 旨み
たっぷりのズワイ蟹に加
え、中華のお刺身や蒸し
物、ピザ窯で焼き上げる
自家製ナポリピッツァが
登場します！　今年の大
晦日＆お正月はご家族揃
って美味しいひとときを

大晦日＆お正月ファミリーディナーバイキング

※無休

www.anacpkumamotonewsky.com/

☎096-354-2634

一般　　…4500円
小学生　…2000円
幼児　　…1000円
※時間は90分間、ソフト
ドリンク飲み放題付き
サービス料込み、税込

住／中央区東阿弥陀寺町2
（予約・問合せ）

期間／12/31から1/3まで
時間／17：00～22：00
　　（最終入店21:00）
12/31～1/2は二部制
１部17:00～、２部19:00～

※画像はイメージ住／菊池市七城町林原962-1　 営／10:00～翌7:00
　※年末年始無休（1/1は12:00から）

朝10時から翌
朝7時まで、21
時間いつでも入
浴可。330円（税
込）で12種の浴
槽を体感下さい

初風呂、1日正午から

☎0968-26-4800

シアーズホームグループ、展示場初売り2日から
2016年も皆様に大変お
世話になりました。
シアーズホームグルー
プは住まいのパートナ
ーとして、新築住宅は
もちろん住宅リフォー
ムや不動産などあらゆ
るご相談をお待ちして
おります。
2017年もどうぞ宜しく
お願い申し上げます

住／南区馬渡2-12-35
営／10:00～18:00

休（共通）／水曜（12/28～1/4休）※全展示場は1/2からオープン

☎096-370-0007
㈱シアーズホーム ㈱ジャストホーム ㈱サンタ不動産

住／南区馬渡2-12-36
営／10:00～18:00

住／南区江越2-1-3
営／10:00～18:00

☎096-334-8410 ☎096-334-0007

売り切れごめん
の福袋など全館
お得がいっぱい
です。公園感覚
で遊べる巨大室
内遊園地も！

住／宇土市善道寺町綾織95
営／南エリア１階9:00～
21:00（一部店舗除く）、
南エリア2階と北エリア1・
2階10:00～20:00

☎0964-26-1111

元旦より全館営業！

宇土シティモール 検索←

宇土シティモール

住／中央区安政町1-2　営／10:00～25:00（一部
店舗を除く）休／無休　※1/1休

新年は2日から営業

初売りは新春抽
選会や福袋、各
店セールなどお
得がいっぱいで
す。詳しくは本紙
P46をチェック！

蔦屋書店 熊本三年坂 検索←

☎096-322-4141

年末年始も元気に営業
中！　3階フードコート
が、12月23日（祝・金）
リニューアルオープンし
ました。3階ゲームコー
ナーナムコは、12月29日
（木）オープン！　フード
コートは、ゆったり200
席。無料あそび場も充実
しています。本年も、ぜひ
ご家族そろって同店へ！

年末年始も休まず営業。元日は全館朝9時～

住／東区上南部2-2-2
営／【食品館】9:00 ～ 21:30
【専門店】9:00～21:00（一部除く）
（12/31・1/1＝全館 9:00～
21:00 、一部除く）

☎096-380-1125
ゆめタウンサンピアン 検索←

ゆめタウン サンピアン店

住／東区若葉1-35-18
　　※年末年始の休みは
　　店舗により異なります　

楽しく便利にお
買い物ができる
健軍商店街へ、 
お気軽にお越し
ください

新春の売り出し3日から

☎096-368-7312

健軍商店街 検索←

健軍商店街振興組合


