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年始の営業日を check!年始の営業日を check!

シアーズホームが運営す
る菊陽町の「アクタス・熊
本店」は、北欧家具を中
心に、雑貨や小物類も豊
富にそろうライフスタイ
ルストアです。1月2日か
ら「初売りSALE」を開
催いたします。数量限定
の新春福袋もございます
ので、お早めにご来店く
ださい！

アクタス･熊本店（菊陽）2日から初売りSALE

■
サンリー
菊陽

■
フレッシュ
パーク

■
MEGA
ドンキホーテ

菊陽バイパス57

337

■JR三里木駅
菊陽自動車学校

寿司虎■

■

デサキ

アクタス・熊本店 シアーズホーム
グループ

住／菊池郡菊陽町津久礼2645番　営／10:00
～19：00　休／第2・3水曜（12/30～1/1休）

☎096-233-0077

「サンシエロ」では、ラン
チ・ディナーバイキング
を開催。ピザ窯で焼き上
げる自家製ピザや海老マ
ヨネーズなどイタリアン
＆中華の人気メニューが
ズラリ。ディナーにはズ
ワイ蟹やステーキも。期
間は12月31日～1月3
日（ランチは1月1日～）。
ご予約がお勧めです！

年末年始は洋中ランチ、ディナーバイキングへ

☎096-354-2634

大人…L2700円/D5400円
小学生以下
………L1700円/D2500円
幼児…L1000円/D1000円
※時間は90分間、飲放
付き（ディナーはアルコ
ールも可）※税・サ込

期間／ランチ 1/1～1/3
ディナー 12/31～1/3
住／中央区東阿弥陀寺町2
営／11:30～14:30最終入
店14:00、17:00～22:00最
終入店21:00 ※12/31・1/1
はディナー二部制（17:00
～、19:00～）※年中無休

予約・問合せ

※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

年末年始も営業。お湯
割りでほっと温まる“果
汁蜜”、美と健康にうれ
しい「マヌカハニー」
ほか化粧品など、豊富
な品ぞろえでお待ちし
ております。杉養蜂園
は、はちみつが持つ可
能性を追求し、世界の
お客様の健康づくりに
寄与してまいります

新年は元旦から、笑顔でお待ちしております

杉養蜂園 検索←

住（本社）／北区貢町571-15
営／8:00～20:00
　（日祝～18:00まで）
休／無休
（12/29～1/4は18:00まで）

10120・354・038

店舗情報はこちら

住／中央区安政町1-2
営／10:00～（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、福袋や
各店セールなど
お得がいっぱい
です。新年の買い
初めはカリーノ
下通で決まり！

蔦屋書店 熊本三年坂 検索←

☎096-322-4141

売り切れごめん
の福袋など全
館お得がいっぱ
い。3日には福袋
ビンゴ抽選会も
開催します！

住／宇土市善道寺町綾織95
※無休

☎0964-26-1111

年末年始も全館営業！

宇土シティモール 検索←

宇土シティモール

ピザポケットは年末年
始も全店元気に営業
中！　ホームページでは
人気ピザのランキング
やお得なキャンペーン
ピザも掲載中。家族や
友達、みんなが集まった
ら、出来たてお届けのピ
ザポケットで決まり！　
詳しくは「ピザポケ」で
検索を

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）
※12/31＝11:00～21:00、
1/1＝12:00～23:00（22：
30os）
休／無休 

オートメッセ初
売りは元旦11時
スタート。4000
坪の超大型展示
場に500台！

住／上益城郡益城町広崎1946-1　
営／9：00～19：00　

休／火曜（12/28～12/31休）

☎096（286）0080

新春初売りは元旦から

www.automesse.net/

2日・3日・4日・5日・6日
は「新春大住宅祭」。各ハ
ウスメーカー17社が勢
ぞろい、3棟をご見学＆
アンケートにお答えいた
だいた方の中から抽選
で、豪華家電製品をプレ
ゼント！ ほかにもご見学
の方に、干支石鹸・干支
飴のプレゼントもありま
す（先着各100名様）

楽しいがいっぱい「新春大住宅祭」は2日から！

住／北区室園町847（国道３号線沿い）
営／10：00～17：00
※総合案内センターハウスは12/28～1/1休 ☎096-343-9516

●ふわふわ
●ピエロがやってくる！
●レインボー綿菓子
●お雑煮　 など

毎月第1土曜恒例の「み
そ汁フェア」、年明けは5
日に開催（午前10時～午
後3時）。味噌汁の無料試
食会＆抽選会（1000円
購入ごとに1回）、書道作
家の書き初め教室も。
当日この記事持参でしょ
うゆ入りソフトクリーム
進呈(1枚で1個)。熊本営
業所も別企画で同時開催

年末年始も無休。5日は今年初の「みそ汁フェア」

住／宇城市不知火町松合
1999
営／8：00～19：00
12 /31～1/3は10 : 0 0～
17:00、1/4～は通常営業
休／無休
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☎0964-42-2212

熊本市内に14ホールを
展開。家族葬のファミー
ユでは、見学・相談・資料
請求を随時受付中です。
当社専属の終活アドバ
イザー山内要さんの出前
「なるほど！終活相談会」
もご好評いただいていま
す。参加希望の団体も募
集中。詳しくは右記まで
お尋ねください

年末年始も休まず営業。相談・見学もお気軽に

営・休／24時間・365日
　　　　年中無休

1 0120･339･663

ファミーユ熊本 検索←

住／中央区上通町6-23長崎書店ビル1階
営／10:00～18:30（12/30・1/2は～18:00） 

休／無休（12/31・1/1休）

2日～クリアランスセール

通常の30～50
％オフ＆福袋も。
「リビングを見
た」で1万円以
上購入すると
1000円引きに

マックレガー熊本上通店  ☎096-352-0773

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／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2日から

☎096-368-7312

健軍商店街 検索←

健軍商店街振興組合

気軽に鉄板焼が楽しめる
「佳紋」。人気の「彩ラン
チ」は、3種の前菜とデザ
ート、メインがフィレ肉
かサーロインから選べて
2800円。土日祝日もＯ
Ｋです。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。早めの予約を
※価格はすべて税別

２日昼から営業。鉄板ステーキで豪快美食を！

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

充実スパリゾート、年末年始も休まず営業

住／北区鶴羽田3-10-1　営／10:00～24:00
（最終受付23:00）　休／なし※年中無休 あがんなっせ 検索←

良質な菊南温泉をじっく
りご堪能いただける多彩
なお風呂のほか、韓国式
サウナやボディケア＆エ
ステ、本格レストランで
のお食事など、1日中楽
しめるスパリゾート。
年末年始にもホッとする
ような癒しの時間をお過
ごしいただけます。詳し
くはHPでチェック

☎096-344-1126

平日 土日祝
大人　1230円　1440円

子ども　670円　820円

※12/29（土）～1/3（木）
は土日祝料金となります
※料金は税込

アイウッド本社総合展
示場・県庁通り展示場の
モデルハウスで2日午前
10時から「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。2019年も
よろしくお願い致します

本社・県庁通り展示場で２日～「新春見学会」

住／東区佐土原1-3-15
　  （第2空港線沿い）
問／9:00～18:00　
休／水曜　※本社業務は
12/26～1/3休
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アイ-ウッド 検索←

住／中央区下通1-9-24 銀座光琳ビル1階　 
営／18:00～翌2:00、土日祝前～翌5:00（4:00os）

　休／不定休 （12/31・1/1休）

備長炭の炭火焼
き料理をはじめ、
日本酒などの各
ドリンクを準備し
てお待ちしてお
ります！

新年は2日から営業

☎096-355-4001

住／阿蘇市黒川1444-1　
時／9:00～18:00　年中無休

天候により滝の凍結する状態が異なりますので
事前に当センターにご連絡ください

年末年始も阿蘇を満喫
阿蘇の冬の風物
詩・古閑の滝。落
差100ｍの滝が
凍結する絶景スポ
ット。豪快な氷瀑
をお楽しみ下さい

☎0967-34-1600
阿蘇インフォメーションセンター

せんりのすまい 検索←

住／宇土市三拾町横打124-1 営／10：00～18：00
※年中無休

☎0964-53-9000

当初1年間のロー
ン支払いが月々
1万円になるキャ
ンペーンは4日
から。詳細はリビ
ングP20で

宇土展示場 元旦OPEN


