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2日・3日は、アンケート
にご協力いただいたお
客様に、温かいぜんざい
のプレゼントをはじめ、
豪華賞品が当たるお楽
しみ抽選会を開催。ま
た、２日は仮面ライダー
エグゼイドがやってき
ます（11:00、13:00、
15:00）。ほかにも楽し
い催しが盛りだくさん！

２日（火）朝10時からお年玉イベントがいっぱい

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

☎096-370-5577

KAB　住まいるパーク 検索←

住／中央区上通町5-6
営／10：00～19：30　休／無休（12/31～1/1休）

1/2～28、新春
おめでとうセー
ルを実施。みな
さまのお越しを
お待ちしており
ます

初売りは２日から！

☎096-354-2155

メガネの大宝堂 検索←

上通本店

住／南区近見5-8-43（東バイパス沿い）
　営／9：30～18：00
休／火曜（12/28～1/2休）

熊本県下12店
舗にて、スズキ
の中古車新春初
売り！　3日から
8日まで開催。お
近くのスズキへ

中古車初売り3日～8日

☎096-322-8599近見

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

住／上天草市松島町合津6225-7
営／9:00～17:00　※年中無休

元旦も朝から元
気にOPEN！魚
たちが待ってい
るよ。遊びに来
てね！　詳しく
はHPへ

年末年始も通常営業！

☎0969-56-2570

シードーナツ 検索←

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

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3日
から。詳細はリビ
ングP13で

宇土展示場 元旦OPEN

肉のドッキン市、ラインガ
ルテン、レッフェル、天然
温泉ぶぶたん、ひだまり
牧場、焼肉港がるてん、パ
ティスリーレトリーのオ
オツカグループでは、各
店新年2日より営業いた
します！　“日本一のあか
牛サプライヤー”オオツ
カグループのあか牛を、
是非ご堪能ください

オオツカグループ各店  2日（火）より営業！

流通団地☎096-377-2941
武蔵ケ丘☎096-339-1670

肉のドッキン市

※1/1は休（12/31まで営業）
詳細はオオツカグループHPまで

☎096-388-4129

ラインガルテン・焼肉港がるてん

☎096-388-2626

ひだまり牧場

流通団地☎096-370-2151
武蔵ケ丘☎096-348-4129

レッフェル

ぶぶたんフィットネス

パティスリーレトリー

天然温泉ぶぶたん

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 

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←

良質な菊南温泉をご堪
能いただける多彩なお
風呂のほか、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日丸ごと楽しめる
スパリゾート。
年末年始に癒しのホッと
するお時間をお過ごし
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（金）～1/3（水）
は土日祝料金となります
※料金は税込

新春を彩る、お楽しみイ
ベントが盛りだくさん！
1月1日は「メタリックバ
ルーンプレゼント」（２階
特設会場、福袋購入者、
先着800人）、2日は「新
春キッズビンゴゲーム大
会」（3階フードコート前
広場、要アプリ登録※当
日可）を開催。ご来店お
待ちしております！

元日は全館朝9時～、新春イベント満載！

住／東区上南部2-2-2
営／【食品館】9:00 ～ 21:30
【専門店】9:00～21:00
（一部専門店を除く）
休／なし　※年中無休
（12/31～1/3＝全館 9:00～
21:00 、一部専門店を除く）

☎096-380-1125

ゆめタウンサンピアン 検索←

ゆめタウン サンピアン店

1月3日（水）・4日（木）
「ミニ新幹線に乗ろう」
10:00～17:00、小学6年まで
3階フードコート前広場
※要アプリ登録（当日可）

江津本店
清水店
南高江店

営/10：00～19：00

県下8店舗！ 合
同新春初売りは
3日から。売り切
れ御免の大特価
でご奉仕します。
お近くの千寿へ！

千寿全店３日～初売！

10120・928・824
10120・080・297
10120・038・824

※12/30 ～1/2休

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、新
春抽選会などお
得がいっぱいで
す。新年はカリー
ノ下通で決まり！

蔦屋書店 熊本三年坂 検索←

☎096-322-4141

シアーズホームが菊陽町
に昨年10月末にオープン
したばかりの「アクタス・
熊本店」。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、
お早めに来店ください！

アクタス・熊本店、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（12/31・1/1休）

☎096-233-0077

50周年の感謝を込めて！
レストラン「サンシエロ」
でランチ・ディナータイ
ムに「洋食＆中華のバイ
キング」を開催。ピザ窯
で焼き上げる自家製ナ
ポリピッツァや海老チリ
など人気メニューがズラ
リ。ディナーにはズワイ
蟹やステーキも登場。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/D5000円
小学生以下
………L1700/D2500円
幼児…L1000/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／12/31~1/3
住／中央区東阿弥陀寺町2
営／11:30～14:00os
17:00～22:00最終入店21:00
※12/31・1/1はディナー
二部制（1部17:00～、2部
19:00～）
※年中無休

予約・問合せ

※画像はイメージ

売り切れごめん
の福袋など全
館お得がいっぱ
い。2日には宇宙
戦隊キュウレン
ジャーショーも！

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

本社総合展示場・県庁通
り展示場などの県内全
展示場のモデルハウスで
「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。2018年も
よろしくお願い致します

2日朝10時から全展示場で「新春見学会」開催

住／東区佐土原1-3-15
　  （第2空港線沿い）
問／9：00～18：00　
休／水曜※12/27～1/3休
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アイ-ウッド 検索←

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
2700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

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

開場時間／6:30～21:30※熊本空港ターミナルの
営業時間内　【問い合わせ】時／8:30～17:15　

休／土日祝日  （12/29～1/3休）

年末年始も展示～4日

熊本空港1階到
着ロビーにて、
「熊本のハンド
ボールのあゆみ
パネル展」を開
催中。入場無料

☎096-333-2560

熊本国際スポーツ大会
推進事務局


