日まで販売
ル海老など豪華食材ばか

さんも多いそう。今年は

りでこれを目当ての常連

類の和洋中バイキング

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

週替わりの特別な一皿とイベントも

階の上空

ヤなどの交換部品もお

カー用品＆メンテナンス イエローハット

店舗のイエ

車検に必要なもの、それは
ア ム 焼 酎 が ふ る ま わ れ、
「安心」と「信頼」です！

水曜はレディースデーと

して女性限定で特典が用

熊本県内
31

日は

焼肉屋

元気カルビ

は４５００円。会員入会

％オフなど入会当

は完全無料、誕生月は食

事代

プレミアム会員に新特典
食べ放題コースが割引！

６月１日～７月

周年の大感謝祭。同店

人気メニュー焼肉食べ放

得。見積もりはもちろん

無料、代車の貸し出しや

ローハットは、近くて安

心。点検は１００項目以

22

意されます。お得な前売

券は好評発売中です。

ビアカーニバル
題にプレミアム会員価格

６月６日・７日・８日限定
人気トイレが９万円に！

Ｋクリーン総合サービス

クリナップ熊本ショールームで相談会

期間中「ゆめカード」２倍の特典も

ト２倍の特典も（現金の

ちです。表示価格はカー

週末車検もＯＫです。

場 合 対 象 外 ）。 下 写 真 の

日から様々なサービスを

上、整備保証も付いた安

10

11

☎096（387）4000

エアコン１台掃除

（通常１万2000円相当）

※お掃除機能付きは別途6000円
〒862-0925
東区保田窪本町10-101
Kクリーン総合サービス「リビング」係
※個人情報は当選連絡とＤＭ発送に使用

全天候型、

はじめ、クリナップのキ

カ ー ド を 持 参 く だ さ い。

プレゼント

ド払い限定。カード支払

ッチン、システムバスな

※来場の際は、事前に連

どが未だかつてない衝撃

6 人に

絡するとスムーズです。

※カード限定価格
（標準取付工事・処分費込み）
※給排水の位置により別途費用がかかります

台数限定、先

各タイプ 通常22万6000円→９万円
（税別）

価格に！

【３日間限定！各先着５台、来場者限定】
●Panasonic「アラウーノＳⅡ 」
●TOTOトイレ
「ＨＶ」 ↓↓↓

着順のため、早いもの勝

検索←

元気カルビ

至南熊本駅

６月６日～８日、リフ

●
ナムコ
ワンダーシティ

☎096（366）5711

営業／17:00～24:30（土日・祝日は
11:30～、
15：00～17:00は休）
、
無休
住所／中央区九品寺6-9-39 ※税込

受けられます。期間中来

● 元気カルビ

お気軽コース

ネッツ

十善病院 ● ●

● ファミリー
マート

が登場！

266

まずは店舗へ、電話や

ウエスト ●
ハローデイ ●

プレミアム会員は、食べ放題コースが
通常より100円～ 300円割引！

心の車検です。

至新代継橋
ＧＳ ●
白山通り

至水前寺

至３号線

266

いで、ゆめカードポイン

※メールは
QRコードから
※ハガキは
6ページへ

ォーム相談会を開催。全

あて先はリビングへ

国で売れているトイレを

1000円分の
食事券

店の会員には、特別抽選

10人に プレゼント

３１００円、満腹コース

東町店

ＷＥＢからも簡単に見積

本山店

やハイボール祭りも。

☎096（375）
1515
☎096（360）
1135
東バイパス店 ☎096
（380）
8810
飛田バイパス店 ☎096
（341）
3343

◎見積もり無料
◎代車無料
◎クレジットOK

３７８０円、スペシャル

入りやすく、くつろげる店内は女性
でも安心

イエローハット車検は

もりができますよ。

※メールは
QRコードから
※ハガキは
6ページへ

検索 ←

１階では、こちらも人

1万円引き券
あて先はリビングへ

イベントも毎週開催さ

プレゼント

車検基本工賃

25

に、「 週 替 わ り 特 別 な 一

シエロ」はイタリアン＆

中華バイキングの食べ・

飲み放題。月替わりで特

10

選素材の特別な一皿も登

10人に

場。「光琳」は全 品の懐

あて先はリビングへ

※メールはQRコードから
※ハガキは6ページへ

で盛り上がる「スカイビ

全10品コース＋飲み放題付き
●当日／一般5700円
●飲み放題／平日120分、
金土日祝100分
予約 ☎096
（354）2638

平日ご招待券を
ペアで

カー用品店だから、女

1階日本料理・光琳

「光琳ビアセット」

プレゼント

皿」も１人１皿サービス。 れ、月曜は抽選会、火曜 気の「レストランビアカ

食べ・飲み放題
●当日／一般5700円
小学生2500円
●平日120分、金土日祝100分
予約 ☎096
（354）2634

日

1階レストラン・サンシエロ

「サンシエロビアバイキング」

スカイビアリゾート

アリゾート」が６月

共通前売券 4700円（税・サ込） 時間／ 17:00 ～ 22:00

2組に

性でも入りやすく、タイ

30 26

期間／ 6月26日～ 9月14日

レストランビアカーニバル

は話題の日本酒やプレミ ーニバル」を開催。「サン

☎096
（322）9143

アワビやまぐろ、オマー

問合せ・予約

石スタイル、飲み放題付

☎096
（371）6496

●ブログも検索を→ プール・ラ・ヴィ 婚活日記

6/30まで
好評発売中

（水）からスタート。 種

「共通前売券」一般 4700円（税・サ込）

きでお得です。

住所／菊池市旭志川辺1875

【問合せ】きくち恋旅ツアー事務局（プール・ラ・ヴィ内）

期間／ 6月26日～ 8月31日
※日曜・祝日休

スカイビアリゾート

●会場／ 25階「ブランミュール」
●時間／平日（予約から120分）18:00 ～ 21:30
土曜 1部 18:00～19:30（90分）
、2部 20:00～21:40（100分）

前回の成婚カップルはすでに２組！
大好評、１泊２日「きくち恋旅ツアー」

☎0968
（23）3513（受付／平日8:30 ～ 17:00）

主催／ＪＡ菊池

りを体験。ＳＮＳで話題

の「芸術ソフト」も味わえ

「私たちのツアーでは

ますよ。

年内に６組もカップルの

入 籍 が 決 ま り ま し た！」

とスタッフ。その秘訣は、

充実の内容と手厚いフォ

熊本県知事旅行業者代理業第23号

旅行企画実施／ＪＡ菊池旅行センター

菊池の自然をたっぷり味わいながら、
誠実な“農業男子”との出会いをゲット

温泉のホテルで“美人の

名湯百選のひとつ、菊池

湯”と旬の会席料理を堪

今年２月のツアーで

毎

人から２組

は、参加者

のカップルが結婚！

能できます。２日目はパ

26

今年も最上階で、飲み食べ放題のビアバイキング

◦お得な前売券は６月

30

検索 ←

【ツアー申込み】農協観光 JA菊池旅行センター

メール kk@dmproject.biz

階の最上階で絶景も望める﹁スカイビアリゾ
ート﹂、１階では２店舗で開催の﹁レストラン
ビアカーニバル﹂が楽しめます。前売券は共通
で使用できます ※写真はチラシ

東光石油グループ

不安でも安心。軽自動車

リースカー専用保険もセットなら、万一の

自動車の購入を検討中

なら月々１万８００円～

事故も安心。定額だから急な出費もなし

の人にオススメな東光石

回大人気の婚活ツアーが

※メールはQRコードから
※ハガキは6ページへ

ロー。参加者には特別プ

あて先はリビングへ

1 0120・1192・85

ワースポット「神龍八大

3000円分

25

●当日／一般 5700円、小学生 2500円

営業／9:00～19:00、水曜休
住所／上益城郡嘉島町鯰2791-4
※価格はすべて税込

７月に開催です。

プレゼント

農協全国商品券

レゼントもあります。

2人に

龍王神社」の参拝やカン

※食事（朝1・昼1・夕1）あり、添乗員なし（スタッフ同行）
※最少催行人員／10人 ※利用バス会社／菊南プラザバス
※スケジュールは変更される場合があります

トリーパークでのピザ作

行程／【1日目】JＲ熊本駅（12:30集合）→JA菊池→
ホテル菊池笹乃家泊 【2日目】ホテル発→神龍八大龍
王神社→カントリーパーク→JR熊本駅着（17:00頃）

今回は男性の地元、菊

対象／ 25 ～ 40歳の独身女性（定員15人）
申込み締切／ 6月14日（金）※応募多数の場合は抽選

池を巡る１泊２日。日本

７月13日（土）・14日（日）「きくち恋旅ツアー」

問合せ／カーセブン浜線バイパス
嘉島店

東光石油

※上記特典は契約期間中

旅行代金／ 4000円（税込） ※宿泊料など込み

頭金なし。車種やグレー

●店頭価格よりガソリン
最大10円/ℓ引き
●手洗い洗車3カ月毎に
1回無料
●ガソリン満タン納車

油オリジナルのカーリー

嬉しい特典も有。リース

「よかBUYプラン」特典

ス「よかＢＵＹプラン」
。 ド、 オ プ シ ョ ン も 選 べ、

面倒な車検基本工賃や自

終了時の条件等、詳しく

※メールはQRコードから
※ハガキは6ページへ

は東光石油のガソリンス

あて先はリビングへ

賠責、自動車税等全て込

東光石油の商品券
1000円

タンド全店で問合せを。

プレゼント

み。メンテナンスや管理

5人に

も任せられ、車の知識が
ホンダ「N-BOX G」7年リース／月々 1万800円
×84回（+ボーナス加算5万5080円）

洗車やガソリン等に使える

リビング熊本創刊33周年企画 プレゼント特 集

土曜日

新車は月々１万８００円～

2019年6月1日

車検、
自賠責もコミ！ 定額で安心

＜7＞

各種カード払いで、ゆめカー
ドのポイントが２倍付きます

会場／クリナップ熊本ショールーム
住所／南区田迎2-18-8
開催時間／10:00～17:00
※カード払いＯＫ、価格はすべて税別
※同店はクリナップ水回り工房会員店です
Ｋクリーン総合サービス

検索 ←

