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年始の営業日を check!年始の営業日を check!

「富士ゼロックス熊本は
“お客様の満足”を追い
求めることが私たちの仕
事です」をモットーに、新
たなICT技術、AIやIoT
を通して、お客様の新し
いコミュニケーション環
境の構築を支援して参
ります。本年もご愛顧賜
りますよう宜しくお願い
いたします

文書の電子化などもお手伝い　新年は4日～

富士ゼロックス熊本 検索←

住／東区尾ノ上1-6-1　
営／9:00～17:30
休／土日祝（12/31～1/3休）

☎096-367-2220

●複合機活用などの
　ドキュメントサービス
●クラウドサービス
●セキュリティサービス
●マルチベンダーサービス
など幅広く対応します

ネッツトヨタ中九州 検索←

住／南区近見7-8-41
営／10：00～18：30

休／第1月曜・毎週火曜（12/28～1/4休）

☎096-356-2211

新年は5日から営業
新年のハッピー
スクエアフェスは
12日から3日間。
ヴィッツは誕生
20周年。特別仕
様車デビュー！

お客様の大切な荷物に
安心を添えてお届けする
フクワ物流株式会社。安
全かつ迅速に、信頼を届
ける物流のエキスパート
です。全九州から全国に
ネットワークを広げ、一
般輸送、物流管理、常温
輸送から冷凍冷蔵輸送
まで、さまざまなニーズ
に応えてまいります

4日から営業、総合物流事業の“エキスパート”

住／上益城郡益城町古閑
127（輸送団地内）
営／ 8:00～ 17:00
休／日曜（1/1～ 3休）

10120･286･750

物流

物流
総合物流事業のエキスパート

●総合物流サポート事業
●一般貨物輸送
●共同配送
●冷蔵・冷凍商品配送

在宅就労支援事業団 検索←

心身障がい者やその家
族、子どもが小さく外で
働くのが難しい在宅就労
を希望している方々を支
援しております。九州で
最初に厚生労働大臣か
ら在宅就業支援団体の
登録を受け、事業主と障
がい者との橋渡しをして
います。PCデータ入力・
PC採点業務募集中

在宅就労を支援致します。新年受付は4日～

住／東区神園1-6-20
営／10：00～16：00
休／土日祝
※12/29～1/3休

在宅就労支援事業団
就労継続支援B型事業所
サテライトセンター

☎096-237-6648

●主な仕事内容の一例
・宛名書き（毛筆・ペン）
・PCデータ入力
・封入作業
・検品作業
・PC採点業務
・ポスティング・DM配布

在宅就労支援事業団 検索←

心身障がい者やその家
族、子どもが小さく外で
働くのが難しい在宅就労
を希望している方々を支
援しております。九州で
最初に厚生労働大臣か
ら在宅就業支援団体の
登録を受け、事業主と障
がい者との橋渡しをして
います。PCデータ入力・
PC採点業務募集中

在宅就労を支援致します。新年受付は4日～

住／東区下南部1-1-72
営／10：00～16：00
休／土日祝
※12/29～1/3休

在宅就労支援事業団
☎096-213-0701

●主な仕事内容の一例
・宛名書き（毛筆・ペン）
・PCデータ入力
・封入作業
・検品作業
・PC採点業務
・ポスティング・DM配布

株式会社

フォーカス

住／南区平田1-14-19
営／10：00～18：00　休／火・水（12/26～1/3休）

エコキュートで
お得に快適生活。
入替えに伴う標
準工事費込み30
万5380円（税
別）お見逃しなく

新年は4日から営業

☎096-322-8070

話題の車が勢ぞろいの
熊本三菱自動車グル
ープ県下10店舗では、
新春”初売りフェア”に
「店長おすすめ特選
車」をご用意しています。
“4WDの極み! 新型デ
リカD:5”のご予約を開
始。ご成約特典や福袋
…お得な初売りフェア
にぜひお越しください

4日から営業。新型デリカＤ：５予約受付中
本店　     ☎096-354-2000
　　　    南区平田2-1-57
健軍店      ☎096-331-5500
　　　  　東区沼山津2-2-2
新南部店 ☎096-384-1133
　　　     東区新南部4-4-13
大津店      ☎096-294-2511
　　　　   菊陽郡大津町室725-1
富合店　☎096-357-7275
　　　　南区富合町田尻50
飛田店　 ☎096-345-4102
　　　　 北区飛田4-6-51

営／10:00～18:00
休／火曜（12/29～1/3休）

熊本三菱自動車
グループ

熊本三菱自動車 検索←

東京に行くなら阪急交
通社！　往復航空券（熊
本⇔羽田）とホテル2泊
（食事なし）がセットに
なったプランがお得。ご
宿泊プランはビジネスに
も観光にも便利な「品川
プリンスホテル」をご用
意。さらに観光MAPを
プレゼント（1組に1つ）。
ご予約はお早めに！

年末は28日の17時まで、新年は4日から営業

夜景きらめく品川プリンスホテル外観

旅行企画・実施／阪急交通社
観光庁長官登録旅行業第1847号
（社）日本旅行業協会正会員

☎096-211-3933
住／中央区花畑町12-28
　　桜スクエアビル6階
営／平日9:30 ～17:30
休／土日祝
（12/29 ～1/3休）

309SP3　阪急交通社 検索←

住／菊池郡菊陽町津久礼36-1Liberty Shine105
営／9：00～18：00　休／日曜・祝日（12/28～1/4休）

mail   mori@ft-design.jp

パンフレット・チ
ラシ等のデザイ
ンや自分史など
の編集作業・装
丁デザインもご
相談承ります

年始は5日から営業

☎090-4357-6137
エフティ・デザイン

新春は5日から営業！

住／東区画図町下無田1714-1
　営／9:00～18:00　※年末年始の営業は問合せ

県下一の安さに
挑戦！　厳選さ
れた最高級石材
を使い設計・施
工した、正しい
お墓をお客様へ

熊本　西山石材 検索←

10120・4114・63

年始営業は4日～。2カ月で－10㎏も夢じゃない!?
人目を気にせず短期集
中ダイエット！ 食事・運
動・悩み相談…プロトレ
ーナーの手厚いサポート
で、今年こそ理想に向か
って一緒に頑張りません
か？ 先着5名「リビング
を見た」で問合せると、
普段実施していない体
験を無料でお試しいただ
けます。HPもご確認を

上通店／中央区上通町
7-6 マツモトビル３階
新市街店／中央区新市街
12-3 グリーンノットビル2階
営／9：00～23：00、電話
受付は～18:00、完全予
約制（12/31～1/3休）

0120・325・306

■

上通店

通町筋
電停

大谷楽器

■ロッテリア

■New-S

■パルコ

〒

新市街店

新市街郵便局新市街

1

完全個室パーソナルダイエットジム

上通店・新市街店

2019年も、家計の悩み
や疑問は「わが家の保険
と資産管理」で解決しま
しょう。生・損保合わせて
数十社の中から、あなた
のライフスタイルに合わ
せた商品をご提案しま
す。キッズスペースも完
備しており、お子様連れ
でも安心です。お気軽に
ご来店ください

4日からオープン。家計の悩みをスッキリ解消！

「新年も私たちにお任せください！」

住／東区長嶺西1-5-1

住／菊池郡菊陽町津久礼3045-1

☎096-387-7798

☎096-288-6058

シュロアモール長嶺店

光の森店

住／南区島町4-1-55
☎096-320-0883
イオンタウン西熊本店

保険代理店　㈱わが家の保険と資産管理
10120・08・4344

営／10：00～18：30　休／不定（12/30～1/3休）

アイフルホームでは、5
日から「家づくり相談会」
を開催いたします。モデ
ルハウスのご見学予約
をいただいた方には、
QUOカードをプレゼン
ト。お見積もり&プラン
提案なども無料です。ぜ
ひこの機会に、ご家族で
モデルハウスへご来場く
ださい

新年は５日から。家づくり相談会開催

住／東区石原1-12-1
営／10:00～18:00
休／水曜（12/29～1/4休）

GS

デイリーヤマザキ

スポーツデポ

つ
る
の
湯

県
民
総
合

運
動
公
園

ミ
ス
タ
ー

マ
ッ
ク
ス

■■

■

■

■

■

熊
本
I
C

九
州
自
動
車
道

145
至阿蘇

☎096-237-6839

アイフルホーム熊本 検索← 住／南区田迎4-9-41　診療時間／9:00～13:00、
15:00～18:30、土曜午後14:00～16:00

休／日・祝日、木曜午後（12/27午後～1/3休）

新年は4日から診療
レーザー治療、内
視鏡下の日帰り
手術など、多様な
治療法の選択肢
から最新の治療
を行っています スズキ
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☎096-370-6000

（本店特設会場）住／中央区世安町183（3号線沿い） 
営／10：00～18：30　休／火曜・第1月曜

（12/28～1/4休）

1月12・13・
14日は、お得な
特典満載の「県
下一斉カローラ
の日」を開催い
たします

新年は5日から営業

☎096-362-2111

新鮮な野菜や果
物など歳末大特
価中！　年内の
営業は大晦日正
午まで。新年は
５日初売り！

初売り５日（土）7時～

住／宇城市豊野町山崎599　営／7:00～17:00、
31日＝～12:00　休／無休（1/1～1/4休）
アグリパーク豊野 検索←

☎0964-45-2339

ホンダウイング・ビッツ 日赤通り店

住／中央区帯山9-5-5
営／9：00～19：00
休／水曜、第2火曜
　（12/29～1/4休）

ホ ン ダ 人 気
の 5 0 c c ～
125ccバイク
を多数展示。バ
イク買取も致し
ます

1月5日から営業

☎096-383-8600

五ツ星お米マイスター
や食味鑑定士などの資
格を持つ店主が厳選し
た多彩な品種のお米が
そろいます。新年は4日
から。お勧めは小粒のブ
レンド米「うまか米」（白
米）10kg・2280円（税
別）、県産「ヒノヒカリ」
30kg・8888円（税別）。
購入玄米の精米は無料

新年は4日から、「うまか米」10kg・2280円！

住／山鹿市鹿本町
御宇田339-1
営／9：00～19：00
休／無休（12/31～1/3休）

10120･46･5810

米都らいす 検索←

鹿本
商工高

セブン
イレブン

鹿本
郵便局
〒

来
民
小
Rio

■

■
■

■■

■

ナ
フ
コ

イ
エ
ロ
ー

ハ
ッ
ト

至
山
鹿

至
菊
池

325

5・6日は、モデルハウス
訪問＆アンケートにご協
力いただいたお客様を
対象にガラポン抽選会
を開催。商品券やお米5
㎏が当たるチャンス！　
その他バルーンアートや
お正月アレンジをした
家族の似顔絵、ケービィ
ーのふあふあも登場しま
す。ぜひご来場ください

新年は4日オープン。5日・6日は新春フェア開催！

住／南区田井島1-13-10
営／10:00～18:00
休／無休（12/29～1/3休）

☎096-370-5577

KAB　住まいるパーク 検索←


