
上熊本店 TEL.096-356-4429
熊本市西区上熊本2-8-45
営／11：30～23：00（OS22：30）

西銀座通り店 TEL.096-327-2917
熊本市中央区新市街2-5 サンスクエアビル2F
18：00～翌4：00（OS翌3：00）、日祝は～翌0：00

銀杏通り店 TEL.096-325-2917
熊本市中央区新市街1-11 サンホワイトビル1F
18：00～翌4：00（OS翌3：00）、日祝は～翌0：00

光の森店 TEL.096-285-9229
熊本市北区武蔵ヶ丘8-7-22
営／11：30～23：00（OS22：30）

浜線店 TEL.096-284-1629
熊本市東区画図町大字下無田1149-1
営／11：30～23：00（OS22：30）

平成店 TEL.096-334-2911
熊本市南区平成2-3-8
営／11：30～23：00（OS22：30）

096-285-9229
熊本市北区武蔵ヶ丘8-7-22
営／11：30～23：00（OS22：30）

浜線店 TEL.096-284-1629
熊本市東区画図町大字下無田1149-1
営／11：30～23：00（OS22：30）

096-356-4429 光の森店平成店 TEL.096-334-2911 TEL.096-285-9229

浜線店浜線店浜線店浜線店浜線店

平成店

光の森店光の森店光の森店光の森店光の森店光の森店光の森店

上熊本店

忘年会・新年会に

西銀座通り店・銀杏通り店　
4,000円・5,000円・6,000円～

※価格は税別

飲み放題（各コース）、
+1,000円（90分）、+1,500円（120分）

上熊本店・平成店・光の森店・浜線店
3,500円・4,500円・5,500円～

忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に忘年会・新年会に

※価格は税別※価格は税別

上熊本店・平成店・光の森店・浜線店

宴会コース ※価格は税別※価格は税別※価格は税別

（4名様～）

全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー

大感謝祭
平日
夜のみ
対応

大感謝祭大感謝祭

お一人様一皿限り

キリトリ

キリトリ

焼肉単品 増量50％ 50円
有効期限：2019年11月5日～11月29日　※平日の夜のみ有効　※クーポン1枚でグループ全員可（1人1皿まで）、小学生以上が対象

熊本県内下記全店で利用可清香園大感謝祭クーポン!

ファースト
ドリンク＆

ファースト
ドリンクが
生ビールをはじめドリンク全品。お一人様最初の1杯まで。
※一部対象外の商品もございます

1杯50円生ビールも

OK!

全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー
～

11
5
全メニュー

～～5555 ～～55（火）～～～～
11

全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー全メニュー
29

全メニュー
292929

全メニュー
29

全メニュー全メニュー
2929（金）まで

TEL.096-359-3611
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） 9:30～17:30（12:00～13:00除く）

TEL.096-359-3311

2019年11月2日号〈32Ｐ〉 休日在宅医は4ページに掲載
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プロの一点もの
販売やハンドケア、
楽しいワークショップ

まで…

あなただけの“宝物”がきっとある！
県内最大級のフリーマーケット

主  催／熊本リビング新聞社
後援／テレビ熊本・TKUヒューマン

第1回

　いよいよ 11月 30 日・12 月 1日の 2日間で、第 1
回リビングフリーマーケットを開催します。洋服や雑貨、
アクセサリー、子ども用品、ハンドメイド品など、あん
な物やこんな物もびっくり価格でゲット！ おいしい飲
食ブースまでお楽しみがいっぱい。2日間で 900区画、
土曜と日曜でお店の半数が入れ替わるので、両日とも見
逃せませんよ。たくさんのご来場をお待ちしています。

096-285-3441Tel.

11.30土 12.1日・
益城熊本空港インターそば10:00▶ 17:00

お問い合わせは、リビングフリーマーケット事務局 （株）アドベンチャーまで

洋服や小物、
便利でかわいい雑貨
など…掘り出し物が
い～っぱい！

会場／グランメッセ熊本C・D展示ホール
　　　上益城郡益城町福富1010 県内最大級！

2日間で900区画
大集合！

リビングフリーマーケット

グランメッセで開催！

こども無料
（小学生まで）

�

おとな500円
（中学生以上） 

�

（税込）入場料

問い合わせ番号／
096-287-1222Tel.フリーマーケット当日の問い合わせ ＨＰにも情報を

更新していきます→

おしゃれな

ハンドメイド
品も多数

おしゃれな

ハンドメイド
品も多数

たこ焼き、
チーズドッグ
タピオカなど
飲食ブース
もぜひ！

屋内
会場で快適

お買い
物♪


