今年も個数限定で早い

者勝ち︑ガシューの正月

福袋︒北欧ブランドをは

じめ︑
人気アイテム多数︒

倍に︵福

10

１月中は︑お買物ポイ

ントがなんと

袋・ セ ー ル 品 除 く ︶
︒さ

らに︑コーヒーフェアも

北欧ブランド2020福袋

gashu（ガシュー）

ガシュー

熊本

検索 ←

ホテルは敷居が高い？ そんなことはありません。親御さんだけの来館もぜひ

10万円分の特典付き！ ブライダル大相談会
KKRホテル熊本

検索 ←

KKRホテル熊本

※１枚につき4人まで、
R2.1.3〜1.31まで

２階のトラベルカウンタ

サクラマチ クマモト

カイホリデー﹂にも予約

パックがある﹁ＡＮＡス

北海道・関西などお得な

ズ ニ ー・ Ｕ Ｓ Ｊ・ 東 京・

利用の﹁釜山３日間﹂も驚

ーは年末年始も休まず営

特典が︒詳しくは店頭で︒

き価格です︒沖縄・ディ

業︒春先までに旅行を考

28

日

QUOカード進呈

12

九州産交トラベルカウンター

えている人に嬉しい〝お

1人 3000円分

年玉企画〟が︑ 月

〜１月５日限定で販売さ

れます︒成約者全員にプ

三協グループ各飲食店

にチャレンジ

※1枚で1回、
はずれなし Ｒ1.12.28 〜12.31

でも特別メニューあり︒

豪華ガラポン抽選会

11

お得!!
【12/28 〜 1/5受付限定】
ANAスカイホリデー
新規予約・先着30人に

2020年3/31出発分まで

住所／西区田崎町４３０

1等は甲誠牛ステーキ肉！

ノ ︵田崎市場内︶

肉工房 三協(田崎市場内)

朝の５時から！
極上肉が感謝価格

日の４日

リビングく〜ぽん

家族や親せきが集まる

日〜

31

お正月は︑質も量も︑出

月

28

費も妥協できません！

間限定﹁年末大売出し﹂が

開催︵朝５時から午後２

時 ま で ︶︒ す き 焼 き・ し

ゃぶしゃぶ・焼肉・ステ

ーキ・馬刺し⁝︒肉屋な

らではの新鮮豊富な品ぞ

ろえが︑年末だけの特別

価格︒ぜひまとめ買いを︒

12

検索←

例えば右記の釜山２日

あか牛の三協

チプレゼントもあり︒

肉工房三協 本店

間は︑飛行機利用フリー

田崎市場へ急いで！ 肉工房三協「年末大売出し」

SAKURA MACHI Kumamoto 2階
プランで９９００円と破

12月28日から31日までの4日間限定。ブランド牛「あか牛甲誠牛」も破格値

来店限定の予約で「釜山2日間」が9900円！

九州産交トラベルカウンター
☎096（325）3535 ※12/28 〜1/5は電話受付休
※掲載商品は来店限定。電話受付はできません
営業／年末大売出し
平日・土・日＝5:00 〜 14:00
※年始は1/５から営業

☎096（352）7555

産交 旅行

検索 ←

海外も国内旅行も！

←1月中はこのクーポンは何度でも利用OKです ※全て税込

31

「休まず営業致します！」。12月28日〜1月5日は来店限定企画がおトク

格値！ ニューかめりあ

〔北区武蔵ヶ丘4-20-24〕

テル熊本では︑１月 日 るおもてなし料理は︑さ
︵金︶まで﹁ニューイヤー・ すが熊本の老舗です︒

！
1000円（税込）

熊本の
〝特等席〟
で

●＋100円でドリンク、＋150円でデザート、＋250円で
デザート＆ドリンク付（デザートに＋100円するとさらに
ソフトクリームのせ） ※12/31 〜 1/2休

リビングランチ 特別価格の

今回の相談会では︑﹁時

海鮮丼、唐揚げ、味噌汁、茶碗蒸し付で1000円！

ブライダル相談会﹂を実

光の森店

【昼限定】注文時にクーポン持参で

Ｗパーティーを

く〜ぽん

施中です︒
期もまだ決めてないんだ
格式あるホテルウエデ け ど ⁝﹂﹁ 子 ど も は 忙 し

※初来館限定 ※留袖レンタルも利用できます

年末年始は︑家族が集

【お年玉特典】 ウエディング
アイテム10万円分プレゼント

10

万円分のウエディング

12月27日
（金）〜1月31日
（金）ニューイヤー相談会

「リビングを見た」
で参加後、成約すると

アイテムプレゼント︒そ

お得！

のほか︑婚礼特典も多数︒

ＨＥＲＯ海では︑１月

３日からお得なリビング

旧国道57号線

活きのいい天草の鮮魚

武蔵塚駅

ランチが食べられます！

HERO海

● ゆめタウン
光の森
東バイパス

早稲田
スクール

●

を使った海鮮丼と︑サク

リビング

HERO海
● 光の森店

●

サクジューシーな唐揚げ

セブン
イレブン
ダ イソー
第一信用
金庫

九州自動車道

● ●

がメインで︑茶碗蒸しや

味噌汁まで付いた満足の

分〜午後

ボリューム︒食後は手作

時

分ｏｓ︶
︑５時

30

りデザートも人気です︒

営業／ 午前

２時︵１時

〜翌１時︑月曜休︑Ｐ有

☎０９６
︵３４２︶
４３３９

30 11

〒

（住／中央区千葉城町3-31）
申込み KKRホテル熊本 ブライダルサロン
問合せ ☎096
（10:00
〜19:00、
12/31・1/1は〜18:00）
（326）
8888

HERO海 光の森店

食彩浪漫

ィングで年配の参加者に いから親だけで﹂という
も好評︒それでいて︑硬 人も大歓迎︒まずは雰囲

海鮮丼の「新春リビングランチ」、税込1000円！

くなりすぎないアットホ 気を体感してみてくださ
ームな雰囲気や︑和洋中 い︒リビング読者だけに

の専属シェフが作り上げ

毎朝直送される、牛深産生ネタ使用。おいしい魚と人気の唐揚げがセットに

まる大切な時間︒せっか

至御船

〔南区田迎町田井島734-1〕

時／ 1月19日
（日）
11:00 〜 12:00
参加費／ 1800円（税込）
予 約／電話か直接店頭へ
※コーヒー豆100ｇのお土産付き

くなら︑みんなと結婚式

日

●ナフコ
東バイパス
●
● gashu
マルショク
● 洋服の青山

の話で夢を膨らませませ

「コーヒーショップ」さん直伝
〜美味しいコーヒーの淹れ方〜

んか︒熊本城となり︑長

年愛されてきたＫＫＲホ

● 熊本中央病院

田井島

開催︒室園の﹁コーヒー

ゆめタウン
● はません店

至健軍

出水ふれあい通り

浜線バイパス

至田迎

パーク﹂さんこだわりの

11

時〜午後７

日 〜 １ 月 ２ 日 休︑

29

新春号

コーヒー豆が登場です︒

12

営業／午前

時︑火曜休
︵祝日を除く︑

2020年
月

３日は午後６時まで︶

☎ ０９６︵２２８︶８８１２

＜3＞

↑トラベル
店頭窓口（年中無休）／ 10:00 〜20:00 、
12/31〜
カウンター
1/3は18:00まで ※新規受付は閉店1時間前まで
までの行き方
旅行企画実施／九州産交ツーリズム㈱
観光庁長官登録旅行業第1802号 総合旅行業務取扱管理者
福水秀章 中央区花畑町4番3号 太陽生命ビル9階

飛行機でラクラク1時間

ひとっとび釜山 2日間

9900円

12/28 〜 大人1人
1/5受付限定 （税込）

＜1日目＞
福岡✈釜山。
到着後、各自
ホテルへ
＜2日目＞
各自空港へ
釜山✈福岡

2人1室・プライム
観光ホテルの場合

出発日（＋5000円で3日間に変更可）
1月 21㊋・22㊌・29㊌・30㊍
2月 4㊋・5㊌・13㊍・19㊌・20㊍・27㊍
3月 2㊊・3㊋・11㊌・17㊋
往路
復路
①9：25→10:20 ①14:20→15:15
②11:40→12:40 ②17:55→18:50

最少催行人員2人・食事なし・添乗員なし※利用航空会社／エア
プサン※小人・1人部屋料金は問合せを※行程は変更になる場
合があります ※釜山観光ホテルの場合1人＋4000円、釜山ビ
ジネスホテルの場合＋6000円※旅行代金の他に現地空港税・
福岡空港施設料・燃油サーチャージ・国際観光旅客税が必要

