
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） 9:30～12:00／13:00～17:30

TEL.096-359-3311

2020年7月18日号〈24Ｐ〉

リビングポスティング熊本

休日在宅医は20ページに掲載

このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに
心よりお見舞い申し上げます

リビング新聞ネットワークの右記サイトでは
日本赤十字、Yahoo! 募金、楽天クラッチ基金など
災害支援のための募金に協力できる情報をご紹介しています。
ぜひご参考にされてください。

災害支援金
などの情報サイト
リンク集

熊本リビング新聞社
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4～6人1室 3人1室 2人1室

山鹿温泉

2020 年 宿泊日
平日・
休日
土曜・
休前日

4人1室

7100円 8200円 9300円

1万4800円1万3700円1万2600円

7/27～8/31
除外日：
8/12～15

3人1室 2人1室

2020 年 宿泊日
平日・
休日
土曜・
休前日

4人1室

1万5800円1万3600円1万3600円

1万5800円1万3600円1万3600円7/27～8/31
除外日：
8/8～15

3人1室 2人1室

【YAD8005-6329】
柔らかな

泉質が自慢

清流荘 鹿門亭

内牧温泉

2020 年 宿泊日

平日・休日

全日

土曜・休前日

平日・休日

土曜・休前日
全 日

5500円
7500円

1万800円9800円 1万1800円

1万3800円1万2800円1万1800円

1万4800円1万3800円1万2800円

1万2500円

7/27～8/31

8/10～16

除外日：8/10～16

2～4人1室

2020 年 宿泊日
平日・休日

土曜・休前日
全 日

1万4800円

1万4150円

1万9750円

7/27～8/31

8/8～15

除外日：8/8～15

2～4人1室

【YAD8009-6329】

水着で遊べる
室内スパあり

（別料金）

阿蘇の司ビラパーク
ホテル＆スパリゾート

　　　ホテル
アレグリアガーデンズ天草

阿蘇温泉

2020 年 宿泊日

7/27～8/12
8/18～31

8/13～15

【YAD8012-6329】
チェックイン 16:00

定員 6 人の
お部屋あり。

家族旅行にぴったり

阿蘇ファームビレッジ

小国町
【YAD8028-6329】

大自然を
思いきり

満喫しよう

瀬の本高原ホテル

黒川温泉

除外日：
8/12～15

4人1室 3人1室 2人1室
平日・休日

お盆

土曜・休前日

5000円5000円 5000円

8000円8000円8000円

1万4000円1万3000円1万2000円

2020 年 宿泊日
7/27～8/31

8/15

【YAD8027-6329】
憧れの

黒川温泉に
宿泊

湯峡の響き 優彩

4人1室 3人1室 2人1室
平日・休日

全日

土曜・休前日

8750円8200円 9300円

1万1500円1万950円1万400円

1万3700円1万3150円1万2600円

松島温泉

2020 年 宿泊日
7/27～31、
8/1～7、
16～31
8/8～15

【YAD8010-6329】
天草の海の幸を
心ゆくまで堪能

松島観光ホテル岬亭

天草 本渡
【YAD8014-6329】

↑詳細は
こちら

夕食は
お部屋 or
個室にて

予約は 8月 2日迄

天草プリンスホテル

4人1室 3人1室 2人1室
平日・休日

平日・休日
土曜・休前日

土曜・休前日

8500円 9500円

1万2500円1万1500円1万500円

1万1500円1万500円

1万2500円1万1500円

1万500円

1万1250円

1万3500円

天草 本渡

2020 年 宿泊日
7/27～31
8/23～31

8/1 ～ 22

【YAD8003-6329】
太陽と海のスパリゾート

■表内の料金は、大人 1 人の宿泊代金
〈1 泊 2 食付・消費税込・サービス料込・入湯税別〉＊表示代金は割引後

☎096（278）8939
■受付／平日9:30～17:30、土日祝は当面の間休み
■住所／中央区花畑町12-28桜スクエア6Ｆ

℻096（211）3901

観光庁長官登録旅行業第1847号、(一社)日本旅行業協会正会員
【2007003ＫＭＳ】最少催行人数:2人　食事回数:朝1・夕1

くまもっと泊まろう
キャンペーン

〈PR〉「くまもとっと泊まろうキャンペーン」で熊本の魅力を再発見‼

観光応援！人気のお宿にお得に泊まろう
阪急交通社 熊本支店

夏レジャーを計画中の方に朗
報です！　新型コロナウイル
スの影響でダメージを受けた
県内観光の回復を後押しするため、
宿泊助成キャンペーンがすでにス
タート。当社でも下記をはじめとす
る人気宿の予約を好評受付中です。

阪急交通社　くまもっと泊まろうキャンペーン 検索

県内宿泊応援事業
「くまもっと泊まろうキャンペーン」

の割引を適用

この商品は県の補助金により、下記の助成
を受けています。◇税別価格 1人1泊 1万円
以上の宿泊費の場合、1 泊あたり 5000 円
の補助　◇1 万円未満の宿泊費の場合、1
泊あたり料金の半額を補助

1人最大　5000円割引

・宿泊代金は事前の入金となります・入湯税は現地にてお
支払い下さい・料理内容は仕入れ状況により変更となる場
合があります・宿泊施設の感染症対策について、任意のア
ンケート提出をお願いします・特に記載がない場合、チェ
ックインは15:00、チェックアウトは10:00です・小人、
幼児代金はお問い合わせ下さい


