毎年好評の「リサ・ラ

ーソンフェア」が今年も

５月１日（祝・水）～６

月３日
（月）
に開催。生活

をちょっと楽しくするア

人気の陶器の置物も入

イテムが続々登場です。

荷。フェア中に購入する

●ナフコ
東バイパス
●
マルショク
● 洋服の青山

● gashu

ホイップと果物の「フルーツ」（左）とチーズの
香ばしさが絶妙な「朔サンド」
（右）、各350円

と、置物をオシャレに飾

● 熊本中央病院

田井島

「リサ・ラーソン」
の世界

gashu（ガシュー）

ガシュー

検索 ←

熊本

カートライト&バトラー

至健軍

☎096（237）8338
営／7:00～15:00（無くなり
次第終了）、
水曜休
※価格はすべて税別
住／東区新外1-5-51、P2台

出水ふれあい通り

至第二空港線

ゆめタウン
● はません店

れるミニステージもプレ

至田迎

● 朔サンド
● セブンイレブン

ゼント。ギフトラッピン

●本庄内科

時～午後７

戸島熊本線

味世

11

グも受付中です。

●トウヤ
●スシロー

営業／午前

●県立大
●

時、火曜休
（祝日を除く、

日赤通り

30

浜線バイパス

贅沢なこだわりサンドをテイクアウト
できる「朔サンド」。手作りの具材がパン
から溢れそうなほどぎっしり、食べごた
え満点です。お勧めはパンに粉チーズを
振り、
こんがり焼いた「朔サンド」350円。
他にも自家製マヨネーズを使った「たま
ご」250円や、定番「BLT（ベーコンレ
タストマト）」350円など種類も豊富。

ファミマ●

サクサンド

日赤病院
●

至長嶺

至託麻

朔サンド

気軽にパクッと味わえる！ サンドイッチ専門店

日は臨時休業）

NEW
OPEN

土曜日

４月

2019年4月27日

☎ ０９６（２２８）８８１２

＜3＞

至御船

〔南区田迎町田井島734-1〕

イギリスの百 貨
店 で お 馴 染 み、
「カートライト&
バトラー」の紅茶
とクッキ ー。 可
愛い缶入りです

仮面ライダーショーなど、人気イベントが大集合です

6月末まで、
フランク ミュラー「Catch The Heart」キャンペーン

楽しさいっぱい！“GWナムコ祭り”
開催

彩り豊かなストラップがもらえます

ナムコワンダーシティ南熊本

ジュエリー・オーハシ

検索 ←

ナムコワンダーシティ南熊本

ザン数字、華やかな文字

踊るように描かれたビ

用・プライベート用に着

リエーション豊富。仕事

カラフルなものまで、バ

直営店・正規販売店だけの特別企画！

盤、個性豊かなケースフ

替えることもできます。
時～午後７

11

ォルム…。独自の世界観

分、火曜休（ＧＷ中

30

営業／午前

時

は無休）

〔中央区上通町1-13〕

☎ ０９６
（３５５）
２９６７

●パルコ

で上質な時を刻む「フラ

母の日や人生の節目の

4つモチーフを彫金師の卓越した技術で再
現した「キャトル」コレクション

● ニューズ

ンク ミュラー」。

ギフトとしておすすめの

通町筋電停

母の日や特別な
記念日のギフトに

ーハシ」では、６月末ま

ジュエリー選びも専門店

上通り
長崎書店●

ジュエリー
オーハシ ●

正規販売店の「時計の

でスペシャル企画を実施

ＨＰまたはアクセス
マップはＱＲから！

● 肥後銀行
● 時計の大橋

大橋」と「ジュエリー・オ

中。対象のレディースモ

なら安心。「ブシュロン」

や「ポメラート」「ポンテ

デルを購入すると、レザ

ヴェキオ」など多彩なブ

ランドがそろいます。

ーストラップが１本プレ

ベーシックな色味から

世代を超えて愛される「セルパンボエム」。
アイテムやストーンのバリエもたくさん

【新作】2月に新登場したばかりの「ハ
ート トゥ ハート」。ＳＳ・クォーツ・
各58万3200円（税込）

ゼントされます。

日・ 日、５月１日・

30

人気女性誌も注目する「ブシュロン」

を無料でつかみ放題。４

月

４日はご当地アイドルの

26

対象のレディースウオッチを購入すると
取り替え用のストラップを１本プレゼント

大型連休は「ナムコ」へＧＯ！
子どもが喜ぶイベントが目白押し

催されますよ（時間は問

「クリアーズ」ライブも開

い合わせを）。

※天候その他、運営上の理由により
イベントが中止になる場合もあります

シ ョ ー」。 子 ど も 達 に 大

人気の仮面ライダーが登

最新ゲームも充実

☎096
（375）
1131

日（土）～、「ナ

場し、楽しいショーを繰

住／中央区九品寺6-9-1
営／ 10:00 ～翌４:00

４月

ムコワンダーシティ南熊

り広げます。ほかにもく

2019.4.27～5.6まで

本」でＧＷだけのスペシ

クレーンゲーム
スペシャルチケット進呈！ 扌

ャルイベントが開催＝左

クーポン持参で

【1プレイ無料or100円で３回遊べる！】

ＶＲや３Ｄなど、話題

ナムコワンダーシティ南熊本

表。連日さまざまな企画・ まモンのふあふあや、縁

く～ぽん

の最新＆人気ゲーム機は

リビング

日も実施。ビンゴ大会は

※参加無料のスナックシャワーも同日開催
（14:00 ～）

催しで賑わう、ワクワク

場所 ワンダーシティ南熊本店 1階

大人も楽しめること間違

● ビンゴ大会（１枚200円）
4/28㊐・29㊊、5/5㊐・6㊊ 17:00 ～

参加するだけでもらえる

ヨーヨー釣りやポップコーン、輪投げで大盛り上がり！

日間です！

場所 ワンダーシティ南熊本店 ウッドデッキ

の

● ワンダー縁日（有料）
4/27㊏～ 4/30㊋ 10:00 ～ 17:00

いなし。家族でぜひ。

※対象年齢は３歳～小学生まで
©2010熊本県くまモン#K23725

プレゼント付きです。ス

場所 ワンダーシティ南熊本店
ウッドデッキ

ナックシャワーはお菓子

● ふあふあ くまモンランド（有料）
5/1㊌～ 5/6㊊ 10:00 ～ 17:00

１番の目玉は５月５日

ほかにも楽しいイベントが連日開催されます！

の「仮面ライダージオウ

【4月27日㊏～ 5月６日㊊】

27

レディースモデルは 万円台から各種。対象商
品やストラップのカラーは店頭で問合せを

店 舗 外 観。 広 々 駐 車 場
完 備、 家 族 そ ろ っ て 楽
しめるアミューズメン
トが充実です

※写真はポスターイメージ
©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

10

40

検索 ←

ジュエリーオーハシ

お得!!
会計時に「リビングを見た」で

ウオッチ＆ジュエリー
専門誌

「クロノスファム」
をプレゼント

2019.4.24 ～数量限定

