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年始の営業日を check!年始の営業日を check!

住／菊池市木柑子中辻1708-1　 営／8:00～17:00
休／日曜・祝日 （12/31～1/6休）

塗装のことなら
おまかせ！ 創業
20年の経験を活
かし、柔軟性のあ
る対応を心がけ
ております

新年は7日から営業

  　0120・774・4181

2018年も大変お世話
になり、ありがとうござ
いました。
弊社は、犯罪のない明る
い社会作りに協力し、九
州各市町村へ御客様の
広告情報をダイレクトに
「伝える」ポスティング
サービスを提供いたしま
す。2019年もどうぞよ
ろしくお願い致します

新年は7日から営業致します

住／東区上南部2-6-85
営／9：00～17：00
休／12/29～1/6
http://sakura-ds.jp

☎096-285-5980
株式会社

さくらデータサービス

公益社団法人熊本県防犯協会連合会加盟
全省庁統一入札資格 認定事業所

【主な事業内容】
・空調設備
・電気設備工事
・スプリンクラー設備  
  工事        　　
・LED照明設備
・温水床暖房
・太陽光発電工事

一般住宅から各種施設
まで、空調・電気設備な
らお任せ。行政・学校・医
療施設工事の実績多数。
高い技術力で、省エネ
化・経費削減をお手伝い
いたします。スプリンク
ラー事業も拡大。「スプ
リネックス」で、明るい未
来と幸せを届けます。気
軽にご連絡ください！

7日～営業。国家資格を持つプロが未来へ挑戦

サンテクノ　熊本 検索←

住／東区新南部1-3-130　
営／9:00～18:00
休／日祝（12/29～1/6休）

10120・25・3016
株式会社

明るい未来と幸せを届ける

2018年11月、皆さまの
おかげで14周年を迎え
ました。カット・パーマ、
白髪染めなど豊富なメニ
ューでオープン以来、老
若男女問わず幅広くご
支持を頂いております。
さらにLINE@も開始！
お得な情報を定期的に
配信中です。ぜひ登録を
ID：@fss6199q

光の森・長嶺・西熊本・植木各店、1月5日～営業
光の森店
☎096（233）0178
長嶺店
☎096（274）3777
イオンタウン西熊本店
☎096（320）3901
植木店
☎096（288）1099
ゆめタウン八代店
☎0965（45）9228
営／10：00～（受付終了は
メニューによって異なる）
休／光の森・長嶺店＝水
曜、そのほか＝無休
※カット受付＝各店　　
　12/31～16:00まで
※1/1～1/4休、八代店
　のみ1/1～1/3休メリィメリィ 熊本 検索←

初企画、1月5日に新春
「野菜宝船」が店頭に。
大根、白菜、かぶ、ブロッ
コリーなど野菜がてんこ
盛りの宝船が4艘。5日は
展示、6日は①午前11時
～、②午後1時～、先着順
に野菜をふるまいます。
また県産野菜・フルーツ、
それぞれの福袋を1000
円（税込）で限定販売！

新年は5日から。新春「野菜宝船」が登場！

住／北区高平2-25-57　営／９:00～18:30
休／無休（※12/31は14:00まで、1/1～1/4休）

you＋youくまもと農畜産物市場
☎096-341-7070 ■

■
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住／上益城郡嘉島町鯰1834-1　診療時間／9:00～
12:30、14：30～18：00、土曜午後は14：00～16：00、
休／日祝日、木曜午後  （12/28～1/5休）※6日は休日当番医

www.nogcli.jp

7日から通常診療
木曜午前は女性
医師の診療で
す。新年も皆様
のご健康を祈念
しております

☎096-237-4112
のぐち皮ふ科

住／中央区出水7-91　営／10:00～18：00 
 休／火・水曜休（12/29～1/5休）

平成最後のキャン
ペーン開催中。宿
泊展示場プランが
抽選で新築1棟・
880万円（税別）！
詳しくはHPへ

新年は6日から営業

☎096-379-1104
シーズンテラス出水インフォメーションセンター

東宝ホーム 熊本 検索←

新春の限定商品として
「TOTOウォシュレット
一体型便器HV」が９万
8000円（壁リモコン付
き）！　消費税・撤去・処
分・取付工事費込み。ブ
リヂストンのユニットバ
スが工事費込みで66万
円～（ユニットバスから
変更の場合）とリーズナ
ブルです。　※税込

営業は７日から。リフォームは総合建設業で

住／東区石原1-2-62
営／９:00～17:00
休／日祝（12/30～1/6休）
※見積無料、クレジット
カード利用可（決済手数
料別途）

10120・83・7789
※壁リモ
　コン付

オール電化住宅がオドロ
キの540万円（税込）か
ら！　城南町碇にも「ガ
ンバレ700」展示場があ
ります。安心価格でより
良い住まいをご提供しま
す。まずは、展示場にて
実際の建物をご覧くださ
い。専門スタッフがご説
明します！　ご来場お待
ちしています

7日から営業。12日～14日みずき台、城南で展示会

住／合志市須屋みずき台
3642（展示場）　P／8台
営／10：00～17：00
休／水曜・木曜
※12/29～1/6休
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1 0120･3500･97

ヒラキハウジング 検索←

住／中央区南坪井町10-28（3号線藤崎宮交差点そば）
問／9：00～17：00

休／土日・祝日（新年は6日まで休校）
http://www.9be.jp

九州美容専門学
校では、31年度
一般入学試験の
願書を受付中で
す。詳しくはホー
ムページで

新年は７日～願書受付

☎096-326-2288

設計士と始める、
“ちょっとカッコ
イイ”家づくり。マ
イホームへの想
いをぜひお聞か
せください！

住／菊池郡菊陽町
　　光の森
　　6-20-1-1階 
営／10:00～20:00
休／水曜
（12/28～1/6休）

☎096-234-7602

年始7日～無料相談会

アーキハウス 検索←

50周年を迎えたネッツ
トヨタ熊本、新春恒例の
お得な初売りは1月5日
（土）・6日（日）に開催
されます。注目の新車が
目白押しです。また、1月
12日～14日は全店一
斉商談会。東バイパス特
設会場にはタレントのヒ
ロシさんも来店。ご来場
をお待ちしております！

5日より営業。お得な初売りは５日（土）・6日（日）

ネッツトヨタ熊本 検索←
住／東区新南部6-3-125　営／9:30～18:00
休／第１月曜、毎週火曜（12/28～1/4休）

10120・448・699

住／中央区神水2-2-20　営／9:00～20:00 
 休／日曜・祝日（12/28～1/6休）

2020年より小
中学校で必須と
なるプログラミン
グを、楽しく専門
的に学べます。ま
ずはお問合せを

キッズ教室は７日から

☎096-384-5200

住／菊池郡菊陽町杉並台2-5-17 　(12/29～1/6休）
※見積り無料、相談だけでもＯＫ

太陽光発電シス
テム専門店とし
ておかげ様で創
業33周年。蓄電
池や新電力のご
相談もお気軽に

33周年。新年は7日から

taiyodenchi 検索←

九州太陽電池工業㈱
☎096-232-6933

高い電気代を払い続ける
時代はもう終わり！？ 太
陽光発電システム＋蓄電
池＋HEMSのスマート
ハウスセットを新春特価
で大ご奉仕！　また、電気
料金明細または家の図面
をご持参のうえ、シミュ
レーションされた方には
プレゼントをご用意して
おります！

新年は７日から営業します
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住／南区江越2-22-7　営／10:00～17:00
休／月曜・祝日（12/28～1/6休）

1 0120･38･5570

5・6日、12～14日の2
週にわたって初売りリフ
ォーム祭りを開催！　ト
イレ、お風呂、キッチンな
どの展示品が最大88％
OFFに。展示品のため、
各1点限りの早い者勝ち
です。TOTOネオレスト
が3万8800円（税別）な
ど、お得なこの期間をお
見逃しなく

5日11時～。新春限定、展示品大特価セール

住／中央区水前寺
　　6-50-19
営／10：00～18：00
　　1月5日・6日
         ＝11:00～16:00
休／水曜、第１・３　
　　火曜休
　（12/28～1/4休）

☎096-288-9179
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県庁

1/12～20ご成
約特典満載の大
商談会を開催。
1/19・20は、
NEW PRIUS
の店頭発表会も

住／南区十禅寺2-2-5（3号線沿い）営／9:30～18:00
休／火曜・第1月曜・祝日 ※一部祝日除く（12/28～1/6休）

10120･921･511

新春初売りは7日から

熊本トヨペット 検索←

法人向けの「安心保証リ
ース」では、ダイキンの省
エネエアコン「ファイブ
スタージアス」を借りる
ことができます。省エネ
性・環境性に優れている
ので、電気代が半額以下
になることも。突発的な
故障なら修理無料、毎月
の支払も経費でOK。契
約期間は最大７年間

7 日から営業。企業主必見のお得なリース

住／東区尾ノ上1-43-8
営／9：00～17：45、土日祝休
※12/29～1/6休（留守電対応） ☎096-285-5896

ダイキンの家庭用エア
コンも販売中！
●6畳用　5万7000円
●8畳用　6万6000円
●10畳用  7万4000円
※すべて税別、取付工
事費別途

テクノエナジーシステム

2019年はおかげさまで
創業28年を迎えます。
お客さまの立場に立った
親身な対応で、大切な資
産のベストな道をご提案
いたします。賃貸・売買・
投資・管理など不動産に
関するさまざまな悩みや
疑問を総合的にサポー
ト。今年も、不動産のウチ
ダにお任せください！

新年は５日から、土日祝も休まず営業！

住／東区秋津新町1-38
営／9：00～18：30
休／水曜（12/30～1/4休）
※土日祝も営業

☎096-368-7030
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不動産のウチダ 検索←
不動産のウチダ


