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2020年12月12日

土曜日

休日在宅医 12月13日［日］

熊本市

まわたり眼科形成外科クリニック

眼

水道町

内･循

☎（273）7571

福永耳鼻咽喉科医院

耳鼻咽喉

新屋敷1丁目

内

☎（371）2101

聖アンナレディスクリニック

産･婦

帯山4丁目

内･外
･リハ

☎（381）9670

●診療時間 午前9時～午後5時
●歯科の診療時間 昼＝午前10時～午後4時

坂本内科循環器科医院
江津2丁目

☎（366）2580

内尾土井クリニック
山崎町

☎（352）3031

えがしらクリニック
画図町重富

☎（214）8787

さかぐち小児科医院

小

戸島西3丁目

夜＝午後6時～午後11時

桜間脳神経外科

脳

妙体寺町

胃･内
･消･肛

城北胃腸科内科クリニック
高平3丁目

麻生田3丁目

知恵を使い、謎を解き、7つの空間を突破して景品をゲット
Gourmet

サクラマチ クマモト

3階サクラマチギャラリー サクラマチクマモト

期 間 限 定、 突 破 型
り、ゴールを目指して。

保健所に持ち込まれた

犬やねこを保護し、新し

日

13

まずはクーポンを使っ

てどこまでいけるかチャ

月

12

脱出アトラクション

す る 譲 渡 会。

当日はスタッフのマス

店で開催されます。

い家族との出会いを提供

10

●トヨタレンタカー

東バイパス

植木町植木

☎（272）1027

歯

奈良歯科医院

歯

秋山歯科クリニック

高橋2丁目

（夜間のみ）

☎（337）6611

☎（329）8318

下通1丁目

☎（352）5454

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

ゴハンタベニイコウ

年末年始にむけて注目のお店を紹介。各店のQR
コードから紙面以外のメニューもチェック！

GoTo 「Go To Eatキャンペーン

Eat

寿司盛＋サイド3500円～
Eat 峰寿司 本店

くまもと」加盟店

食事券可

プレミアム付
食事券利用可能

鉄板熱々！ 和牛ハンバーグ
Eat 平家の郷

GoTo

GoTo

お子様セット＋唐揚げ
クリスマスやお正月、
3500円
（3・４人前、吸物付）
家族で楽しいおうち時間
ほか長ネタ寿司「司セット」
には峰寿司の出前セット
や「ロールセット」も人気

この記事持参で、
●ランチタイムは

「七福の迷宮」2021年1月31日
（日）
まで
入場／平日13:00 ～、土日祝11:00 ～
最終受付19:00（12月31日は17:00まで）
料金／1人500円（4歳以上）※税込
再入場1人300円（その日限り有効）

新しい家族を待っています
犬ねこ譲渡会

つなぎを使わず、霜降
り黒毛和牛だけで作る贅
沢ハンバーグ。鉄板で焼
き上げ、表面はカリッと、
中に旨味をギュッと閉じ
込めます。ナイフを入れ
ると肉汁があふれ出しま
すよ。ランチ999円～、デ
ィナー単品で1386円～。

食事券可

白山通り店も「カニ祭」開催
Eat 海勇水産 白山通り店

GoTo

（南区近見7-8-41）
【犬部門】フィリア ☎080-8389-2424

デザートサービス！

●夜は会計より20％引き
メニュー！ 寿司盛り５
種 × サ イ ド５種 の25種
☎096（367）7777
☎096（369）7505
※配達エリアは問合せを。 か ら 選 べ て3500円 ～。 営業/ランチ＝11:00 ～
本店受取も可能です
14:30os、 デ ィ ナ ー ＝
熊本の老舗寿司店の新鮮
受 付/10:00 ～ 20:30、
17:00 ～ 21:30、
火曜休
で本格的な味を、お手頃
1/1休、Ｐ有 ※税別
住所/東区湖東3-3-2
住所/東区昭和町8-22
（上江津湖近く） ※税込
価格で味わえますよ。

（セットにより金額は異なる）

食事券可

会場／ネッツスクエア本店

3

コジマデンキ ●

ク着用、アルコール消毒

日

12

の設置など、対策をしま

す。完全予約制で、

までに電話予約をした人

のみ入場できます。来場

分～２

10

の際はマスクの着用を。

分

開催／午後１時

時
30

レンジしてみては？

※1月1日休 R2.12.9 ～Ｒ3.1.31まで

この夏、熊本で多くの

扌

住所／中央区桜町３ノ

1人1枚初回入場のみ有効

チャレンジャーを惹きつ

100円オフ！

☎０９６
（３５４）
１１１１ （日）
、ネッツスクエア本

クーポン持参で通常料金から

けた脱出アトラクション

「砂塵の迷宮」。ファンの

声にこたえて姉妹作「七

福の迷宮」が期間限定で

サクラマチにて開催中！

７つの空間それぞれに

七福神が鎮座。仕掛けら

れた謎を制限時間内に解

くと次の空間に行けま

す。焦らずに周りにある

ものをよく見て知恵を絞

リビングく～ぽん
サクラマチ クマモト 七福の迷宮

検索 ←

宮崎眼科医院

（昼間のみ）

☎（341）5050

あそうだ整形外科クリニック

整

謎解き好き必見！「七福の迷宮」が熊本初登場

眼

☎（343）2511

★最新情報は、熊本市ＨＰの「休日当番医」
で確認できます。

☎（331）7772

★都合により医療機関変更の場合があります。電話で確認の上、お出かけ下さ
い。受診の場合は保険証を持参して下さい。ない場合は自費診療となります。

好評開催中！
GoTo 「カニ祭」
Eat 海勇水産 城南本店

【猫部門】チームにゃわん

☎090-8396-9502

●ニトリ

※当日の引き渡しは行われません。不
妊手術の実施、毎年のワクチン接種、
熊本トヨタ●
ネッツスクエア 健康診断をお約束ください。飼い主さ
本店
んにはワクチンや不妊手術費用の一部
至宇土
負担（3000円～）をお願いします

●

NEW
OPEN

（にゃわん）
「ハンデを持つ子猫にも家族を募集しています！」
（フィリア）
「ふく
（♀）
、
甘えん坊さんです。会いに来て下さい」

働くパパママに人気！ ネット注文ＯＫできたて惣菜

肥後
銀行
●

WASH
ハウス
●

県立大

旬彩ごはん ●
熊本銀行 ●
月出店

おいしいカニが勢ぞろい！
渡り蟹、
ズワイ蟹など続々
入荷しています。色んな
食べ方で楽しめますよ
●旬のカキや新鮮魚貝も

●

月出小

● セブン
イレブン

至総合運動公園

和食料理人が作る弁当・惣菜が約80
種。電話・ネット予約で注文簡単、店
頭で出来立て熱々を受け取れます。働
くパパママからの人気も高い「日替わり
献立」は、和洋中バラエティ豊かなおか
ず３・４品が税込540円～（注文は２人
前～）とお手頃！ 揚げ物や、栄養バラ
ンス◎なサラダなど単品も豊富です。

至東バイパス

旬彩ごはん 月出店

●日赤
国体道路
●
●
au
ジョイフル

☎096
（363）7057

戸島線

☎096（273）
9727
営/11:00～20:00
日曜・1/1・2休
※税込、公式HP→
住/東区月出1-9-4

毎日手作りしている「肉コロッケ」
130円（税込）
“懐かしいおふくろの味”と人気№1

営業/月水木金曜＝18:00
～ 23:00、土日＝11:00
～ 15:00、18:00 ～
23:00、火曜休、Ｐあり
住所/中央区白山1-6-15

食事券可

市内中心部で本格浜焼
きを楽しめる白山通り店
でも、カニ祭がスタート
しました。水産会社直営
店で鮮度よし、味よし！
カキをはじめ、新鮮魚貝
も豊富です。記事持参で
来 年３月 末 ま で「 カ キ の
カゴ盛り（小）」サービス。

紅ズワイガニ姿 1250円

お っ き く て ウ マ イ！
と、カニを求めて来店が
増えている城南本店。渡
り蟹、ズワイ蟹、タラバ蟹
…食べ応え十分。さらに
☎0964
（28）8855
営 業/昼＝11:00～15:00、 記事持参で来年３月末ま
夜 ＝17:00 ～ 22:00、 で、
いまが旬の「カキのカ
不定休、駐車場有
ゴ盛り（小）
」をサービス。
※価格は税別
住所/城南町隈庄870-3
人気の活ホタテも入荷。
生ズワイガニのしゃぶしゃぶ
1人前…1550円 もあり！
●カキのカゴ盛り850円～
●カキ食べ放題90分・2500円

食事券可

