創業

特典満載の２日間
タフトで楽しもう！

熊本ダイハツ

﹁タフトと︑あたらしいこと始めよう﹂

楽 し み 方 は 自 由 自 在、

から絶好調のタフト。

＂青空ＳＵＶ＂として発売

日（土）・ 日

熊本ダイハツ販売で

は、８月

（日）にフェアを開催。熊

本復興応援＆ビッグな特

今週末
“ラストサマー Fair”

それぞれ
プレゼント！
※数に限りあり

【タフト以外の成約で】熊本県産地直送ギフトをプレゼント

※詳しくはフェア会場で問い合わせください

駄菓子が大好きなキッ

クジ付お菓子、
一部30%オフ
卸問屋クジ王 戸島店・良町本店
くじ王

ファミリー
マート●

●卸問屋クジ王戸島店

住所／東区戸島5-18-55（左地図）
営業／10:00 ～ 17:00、不定休

☎ 096
（388）
2045

住所／南区良町4-10-90
営業／10:00 ～ 18:00、不定休

至第二空港線

☎ 096
（282）
8286

新・生活様式対応
◎施工スタッフ含め全員が
マスク着用にてご対応
◎打合せ・商談はソーシャ
ルディスタンスを厳守し
て行います

憧れの「船」
20万円台～！
大矢野マリーナ
大矢野マリーナ

検索 ←
ヤマハやスズキなど人気メーカ
ーの中古艇から新艇まで豊富！

免許不要ボートも

雲仙天草国立公園の中

央に位置する大矢野マリ

ーナ。有明海・八代海へ

のアクセス抜群で、１年

10月までの営業／平日＝8：30～
18:00、土＝7:30～18:00、日祝
＝6:30～18:00、水・第2火曜休
※祝日の場合は翌日休
住所／上天草市大矢野町中
10789-1 ※税込価格

中波も穏やかだから釣り

ここでは、カートップ

専用ハガキ中面

☎0964
（59）
0145

好きには理想の場所！

ボードや海上ドライブが

楽しめるクルーザーも販

売。小型の中古艇なら

万円台～、さらに手頃な

ものもあります。自分だ

けの船で、密にならない

レジャーを楽しんでは？

え、厚労省の基準よりさ

らに厳しい基準をクリア

した安心・安全で上質な

逸品です。大切な人とな

問合せ

検索 ←
割 引 キ ャ ン ペ ー ン は︑ 戸 島 店 と
良町店の２店で実施中です

日まで割引キャン

ズ集まれ！ 「クジ王」で

８月

ペーン実施。

クジ付お菓子「ヤッタ

ーメン」と「サッカースク

31

●卸問屋クジ王良町本店

戸島店

20

ラッチ」、定番の「うまい

％オ

●託麻東小

至託麻

第一空港線
●
●
インティ ZEN
コチャ
235 クジ王 ●
235

棒」が、袋・箱買いで通

％オフ。他のお菓

30

25

パーク●
ドーム

103

常の

子も袋・箱買いで

フです。ヨーヨーやスー

パーボール、クジ引きな

％オフ。夏の最

40

ど、縁日関係の商品は通

常より

後のお楽しみにいかが。

応募に必要なシールは１枚でＯＫ！
対象店舗は、のぼりかＨＰを参考に

住所／中央区白山１ノ４

かなか会えない今、贈り

ノ９ 末永ビル２階

物にも喜ばれますよ。

象店舗で、シール付きの

応募には同協議会の

馬刺しを購入してくださ

パッケージに付いているこの
認証シールを貼ってください

After

【タフト限定】コールマン・アウトドアワゴンをプレゼント

馬刺しを買って、４０

夢のようなキ

刺しセットが２００人に

専用ハガキも設置されています

30

Before

検索 ←
壁の雨漏りに困っていた東区若
葉・Ｔさん邸の壁をリフォーム

年、これまで１

０００件以上の戸建てや

ビルを修理してきた、雨

漏りのエキスパート「長

嶺リフォームセンター」
。

雨漏り箇所を入念に点

検するのはもちろん、家

の構造を熟知した上で工

％

事に入るため、これまで

の修繕確率はなんと

だそう。他社でも難しか

長嶺リフォームセンター
長嶺リフォームセンター

熊本県の復興を応援。県産品をプレゼント！

検索 ←

００円相当のおいしい馬 「認証シール」が必要。対

当たる！

☎０９６（３７２）４９９４

受付／ 午前９時～午後４時

キャンペーン対象商品は、
⇐こののぼりのお店へ！
ＨＰ に は 店 舗
一覧も紹介さ
れています

い。低カロリー・高タン

※個人情報は賞品発送にのみ使用します ※写真はイメージです

パク・鉄分たっぷりなう

応募期間／ 2020年8月31日（月）まで ※9月1日（火）当日消印有効
応募方法／専用ハガキ（郵便ハガキでも可）に商品に付いている認
証シールを貼って、①氏名②住所③電話番号④購入店名（協議会
会員店のみ）を記入して下さい

ャンペーンがいよいよ終

了間近です。

夏の特別普及キャンペーン

典が盛りだくさん！

熊本県馬刺し安全・安心推進協議会
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①来場者に
「デコポンジュレ」
②試乗すると
「アマビエクッキー」
③査定依頼で
「焼酎もなか」

4000円相当の馬刺しセットが当たる！

馬刺しを食べて、
贈って、
当てよう！

った修理も諦めないで。

※出入口にアルコール製剤設置、
スタッフのマスク着用、
店内換気等
感染症対策を徹底しています。来店の際はマスク着用をお願いします

10

時～午後６時

◦ワケあり
「野菜袋」50袋限定 1袋831円（税込）
◦熊本豪雨で被災した生産者応援！人吉の「きくらげ
本舗」のきくらげ、しいたけ、はなびらたけを販売

住所／南区平田２ノ８ノ

作るダシ「ベジブロス」の

「野菜の日」8月31日（月）9:00 ～ 18:30

営業／午前

作り方と応用レシピも配

申込み・問合せ ☎ 096
（368）4770
受付／ 8：00 ～ 20：00、年中無休
住所／東区長嶺南５-３-180 【詳しくはＨＰへ】

＜8＞

99％雨漏り止めます

●専門技術者３人が約２時間かけて、すみずみまで雨漏りの原因を
調査。結果は、調査報告書をつくりわかりやすく説明してくれます

9月1日当日消印有効。抽選で200人に当たるチャンスです

熊本県馬刺し安全・安心推進協議会

99

23

土曜日

屋根・壁の専門店に相談を。秋の長雨・台風に備えよう

☎０９６
（３５４）
３１１０

数量限定﹁野菜袋﹂や

布。最後までおいしくい

ノ

豪雨被災地の逸品も

住所／北区高平２ノ
57

ただく知恵が満載です。

分、無休、
Ｐ２３０台

25

みずみずしい旬の野菜

営業／午前９時～午後６

がそろう、毎年人気の「野

菜 の 日 」。 今 年 は 豪 雨 で

時

☎０９６
（３４１）
７０７０

被災した生産者への＂応

援＂と＂食品ロス削減＂を

目玉企画はワケあり

テーマに開催されます。

売。キズ・カタチ不揃い

「野菜袋」の数量限定販

また、野菜の

などワケありですが、味

は絶品！

切れ端や皮・ヘタなどで

きくらげは免疫力UPのビタミン
Ｄが豊富。
簡単調理でおいしい！

30

工事後は「雨漏り保証

you + you くまもと 農畜産物市場

書」も発行。安心の３年

買って応援！ 8月31日は「野菜（831）の日」

保証で、しっかりサポー

トします。
気軽に電話を。

「地産地消！ 県産野菜のおいしさをもっと身近に感じてほしい」

2020年8月29日

