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2019年

新春号

Happy New Year Info
2019年の新春をハッピーにする、お得な情報をご紹介します！
対象施設を周って応募すると、抽選で68人に特産品などが当たる！

くまもと★みなみ スタンプラリー

芦北町

プリっと濃厚⁝！
今年も粒揃いです

津奈木町
水俣市

ルながら︑その土地自慢

のカキを思う存分堪能で

エビや︑アルコールの提

きます︒そのほか︑足赤

毎年多くの人が訪れる

供もありますよ︒※税込

組合 マガキ部会

営業：1/12(土)〜、土日祝（月のみ）
10:00〜16:00
1/6(日)はプレオープンで営業
（15:00os）
、
場所：道の駅みなまた内（水俣市月浦54-162）
料金：カキ1㎏ 1500円 ほか

お得で楽しい県南エリアへ レッツ Go!
くまもと県南フードバレー推進協議会

くまもとみなみ レッツ5！キャンペーン
●期間／ 2019 年 2 月 28 日まで好評開催中！
「5」にちなんだ特典がいろいろ！
◎宿泊 1 人 1500

円割引
OFF
◎ランチがワンコイン 500 円 など

◎商品最大 50％

詳細は
こちら←

※税込

レッツ5！キャンペーンや県南の美味し
い食材や食べ物などを撮影して「＃熊本
県南美味しい」でインスタに投稿すると、
抽選で旅行券や特産品が当たります

全国に誇る農業大国・ ５周年﹄を記念したスペ

﹁くまもとみなみレッ

● 2019 年 3 月 21 日まで

シャル企画が大好評！

インスタグラムキャンペーン

熊本︒中でも県南エリア

︵ 八 代 地 域︑ 水 俣・ 芦 北

は︑５００円のワンコイ

ンランチや宿泊１人につ

き １ ５ ０ ０ 円 割 引 な ど︑

お得が満載です︒インス

タグラムに投稿すると旅

行券や特産品が当たるキ

ャンペーンも開催中︒詳

しくは特設サイトで︒

地域︑人吉・球磨地域︶は︑ ツ５！キャンペーン﹂で

自然の恵みを享受した特

産品が目白押し︒

〝くまもと県南フード

バレー〟は︑そんな県南

の豊富な農林水産物を活

かして︑地域活性化を目

指す取り組みです︒今回

この﹃フードバレー構想

検索←

ハガキに名前、〒住所、電話番号、年齢、
応募動機を必ず明記し、応募すると

1個80ｇ
（約1カ月分）
で1728円

水俣・芦北エリアのカキ

鮮度抜群︑プリプリ獲れ

☎０９０
︵８４１５︶２４０８

小屋が︑今年もオープン︒ 芦北町／芦北町漁業協同

たてのカキを楽しむなら

︵担当 石村︶

同組合

見逃せません！

ックバターなどでアレン

☎０９６６︵ ︶２０１５

︶３３５５

津奈木町／津奈木漁業協

ジした欧風の味わいを楽

水俣市／水俣市漁業協同

芦北のマガキ︑ガーリ

しめる﹁つなぎオイスタ

組合 カキ部会

日産

至川尻

〔南区薄場3-3-5〕

☎０９６６︵

賞品は︑県南エリアの

るコースが変わります︒

ハニカム

【抽選50人】2019新春プレゼント

（歯茎用・虫歯予防用）プレゼント！
あて先／〒861-4131 熊本市南区薄場3-3-5
「リビングプレゼント」係 まで
※個人情報は発送にのみ使用 Ｈ31.1.31必着

ーバル﹂︑水俣の名産〝恋

日

の 特 産 品 の 詰 め 合 わ せ︒

〝おいしい〟や〝旬〟が満載

Ｗチャンスの賞品は︑な

んと１万５０００円相当

の詰め合わせです！

国道３号線
●

路カキ〟⁝︒リーズナブ

応募締切は２月

熊本

こ の 冬 は︑〝 く ま も と

市町村では︑﹁く

みなみ〟が熱い！

県南部

﹁磨いた後驚くほど爽

やか⁝もう前の歯磨き粉

には戻れない！﹂とじわ

じわファンを増やしてい

る︑同社オリジナルの歯

歯ブラシを濡らして粉

磨き粉﹁潮の輝き﹂︒

をまぶすだけ︒口臭対策

にも期待できます︒今回︑

人に

歯茎用と虫歯予防用の２

購入は店

●

ヤマハ
音楽教室

至ア クアドーム
熊本港

●
電気プラザ
ほんだ

無料ラストチャンス！
潮の輝き

78

営業：1/5(土) 〜、土日祝10:00 〜16:00、
2/11休
場所：旧平国小学校（葦北郡津奈木町福浜3503）
料金：カキ1㎏ 1500円、欧風トッピングあり

ゴー

抽選で50人に
「塩の輝き」2個セット

熊本銀行 ●

熊本港線

個セットを抽選で

プレゼント！

日〜

舗かＨＰから注文を︒

月

営業／午前９時〜午後６

時︑日曜休︵

１月６日休︶︑Ｐあり

☎０９６︵３５７︶２２３５

ファミリー
マート ●

ハニカム ●

まもと★みなみ スタン

平日 10:00 〜 18:00 ※12/28 〜 1/3を除く

50

日締

☎080（2727）
5244

63

営業：1/5(土)〜、土日祝11:00〜16:00
（15:30os）
場所：道の駅でこぽん横（葦北郡芦北町佐敷443）
料金：カキ１㎏ 1500円、足赤エビ販売予定

大好評の「くまもとみなみレッツ５！キャンペーン」は、2月末まで

◎八代よかとこ物産館
（八代市）
◎道の駅 竜北 ビストログリーン
（氷川町）
（水俣市）
◎ 道の駅みなまた 観光物産館まつぼっくり
◎道の駅芦北 でこぽん
（芦北町）
◎つなぎ百貨堂
（津奈木町）
（人吉市）
◎人吉市まち・ひと・しごと総合交流館くまりば
【人吉海軍航空基地資料館】
◎ひみつ基地ミュージアム
（錦町）
◎多良木えびす物産館
（多良木町）
（湯前町）
◎ふれあい交流センター 湯〜とぴあ物産販売所
◎水上村物産館
【水の上の市場】
（ 水上村）
◎さがら温泉
「茶湯里」
（相良村）
◎ヒストリアテラス五木谷
（五木村）
◎山江温泉 ほたる
（山江村）
◎球泉洞 森の香房
（球磨村）
◎あさぎり町ふれあい物産館
（あさぎり町）

【問合せ】くまもと★みなみあつめてワクワク
スタンプラリー事務局〈アドコム内〉

28

28

スタンプラリー対象施設 15カ所

Wチャンスの「特別賞」
すべての応募者の中から抽選で3人に
1万5000円相当の特産品詰め合わせ プレゼント

12

28

応募は︑施設内にある

●Aコース／スタンプ15個
1万円相当の特産品詰め合わせ 【5人】
●Ｂコース／スタンプ10個以上
5000円相当の特産品詰め合わせ 【10人】
●Ｃコース／スタンプ5個以上
3000円相当の特産品詰め合わせ 【20人】
●Ｄコース／スタンプ3個以上
クオカード1000円分 【30人】

ボックスへ︒２月

切です︒

スタンプの数によって豪華賞品が…！

プラリー﹂を実施中︒

カ所の対象

くまもと県南
観光連携事業
実行委員会の
facebookは
こちら

温泉や道の駅など︑個

性あふれる

施設をまわって︑応募用

紙 に ス タ ン プ を ゲ ッ ト︒

スタンプの数︵最低３個

〜︶によって︑応募でき

※画像はポスターの一部

15

待ってました！ 水俣・芦北でカキ小屋オープン
水俣・芦北地域雇用創造協議会

主催／くまもと県南観光連携事業実行委員会

15

芦北町・津奈木町では1月5日〜、水俣市では1月12日〜スタートします

＊詳しくは特設サイト foodvalley-promo.net を確認

くまもと県南フードバレー
ブランド「レンガ」

【問合せ】
くまもと県南フードバレー推進協議会

☎0965（52）
1020

