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年始の営業日をCheck!

白いフレンチな外観の中
に入ると、クラシック様
式を随所に取り入れたモ
ダンな空間。満ち足りた
時を刻む優美な住まい
を、エコラス内展示場で
ご体感ください。また、昨
年移転した熊本支店デザ
インセンターでも、美し
く開放的な空間で、家づ
くりのご相談ができます

美と洗練の住まいを体感。展示場は3日から

ＫＫＴ総合住宅展示場 
エコラス内／南区島町4-1
三井ホーム 熊本支店／
中央区神水1-25-25
営／10:00～18:00 
※展示場 は12/26～1/2休
熊本支店 は～1/3休
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（エコラス内）

1 0120･47･2424 三井ホーム 検索←

熊 日 R K K 住 宅 展と
KKT展示場では、先着
20名様に「福袋」をプレ
ゼント！　さらに来場予
約でうれしい特典もあ
り。詳しくはホームペー
ジをご確認ください。
県内各エリアの土地探し
や、ライフプランニング
をいたします。お気軽に
近くの展示場へ

熊日ＲＫＫ・ＫＫＴエコラス展示場 3日ＯＰＥＮ

東宝ホーム 検索←

●熊日RKK住宅展
     ☎096-388-1140
　東区御領6-8-1
●KKT総合住宅展示場
　エコラス
     ☎096-288-5960
　南区島町4-1

営／10:00～18:00
休／火・水曜（12/28～1/２休）

ＱＲから
来場予約
ＯＫ！

オートメッセ初
売りは元旦11時
スタート。4000
坪の超大型展示
場に500台！

住／上益城郡益城町広崎1946-1　
営／10：00～19：00　

休／火曜（12/28～12/31休）

☎096-286-0080

新春初売りは元旦から

www.automesse.net/

2020年も大変お世話
になり、ありがとうござ
いました。
各企業・代理店及び地方
自治体の配布物やパッ
ケージ加工のことなら
弊社へ。ぜひお気軽にご
相談ください!　FMK
ラジオCMも放送中！　
2021年もどうぞ宜しく
お願い致します

新年は4日から営業致します

住／東区上南部2-6-85
営／9：00～17：00
休／12/30～1/3
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

☎096-354-3110

初売り特別限定車や、新
車・中古車ご成約でお
年玉特典などお得がい
っぱい。ご来場で運だめ
し！　「新春大抽選会」
や、試乗・査定でプレゼ
ントも！　また、すべて
が新しく、快適な空間に
なった本店のグランド
オープンフェア（1/4～
31まで）同時開催

4日（月）～11日（祝・月）「大初夢フェア」開催

住／南区平田2-8-70
営／10：00～1８：00
休／火曜・第1・第3月曜
※12/28～1/3休

熊本ダイハツ販売 検索←

洋装のタバラ

住／中央区上通町4-16
問／9：40～18：00　休／1/12・26（12/30～1/2休）

ミセス向け婦人
服の販売や、熊
本では数少ない
服地も取り扱う
お店。新年も素
敵な装いを

初売りは３日から

☎096-352-2857

在宅就労支援事業団 検索←

心身障がい者やその家
族、子どもが小さく外で
働くのが難しい在宅就労
を希望している方々を支
援しております。九州で
最初に厚生労働大臣か
ら在宅就業支援団体の
登録を受け、事業主と障
がい者との橋渡しをして
います。PCデータ入力・
PC採点業務募集中

在宅就労を支援致します。新年営業は4日～

住／東区神園1-6-20
営／10：00～17：00
休／土日祝
※12/30～1/3休

在宅就労支援事業団
就労継続支援B型事業所
サテライトセンター

☎096-237-6648

●主な仕事内容の一例
・宛名書き（毛筆・ペン）
・PCデータ入力
・封入作業
・検品作業
・PC採点業務
・ポスティング・DM配布

在宅就労支援事業団 検索←

心身障がい者やその家
族、子どもが小さく外で
働くのが難しい在宅就労
を希望している方々を支
援しております。九州で
最初に厚生労働大臣か
ら在宅就業支援団体の
登録を受け、事業主と障
がい者との橋渡しをして
います。PCデータ入力・
PC採点業務募集中

在宅就労を支援致します。新年営業は4日～

住／東区下南部1-1-72
営／10：00～17：00
休／土日祝
※12/30～1/3休

在宅就労支援事業団
☎096-213-0701

●主な仕事内容の一例
・宛名書き（毛筆・ペン）
・PCデータ入力
・封入作業
・検品作業
・PC採点業務
・ポスティング・DM配布

パパもキッズもカッコよ
くキマる！ 年齢・髪質・
トレンドに合わせた「イ
ケメンカット（1200円・
税込）」で、1年の良いス
タートを切りませんか？ 
親子で通う家族も多数。
サンリブくまなん近くの
「平成店」、本妙寺入口
電停近くの「上熊本店」。
最寄りのお店へどうぞ

大晦日は午後4時45分まで、新年は4日より営業

営／9:00～18:45、12/31
は～16:45受付迄※状況
により時短等の場合有
休／定休日なし（1/1～
1/3休）　P／あり

☎096-356-7688
上熊本店
☎096-370-7221
平成店

HAチョキチョキ
チョキチョキ カット専門 検索←

1月10日9:15から30
分ごと4回（各10組）の
予約制で「新春たこあ
げ大会」を開催。たこ作り
（300円）・紙飛行機作り
（100円）・竹とんぼ作り
（300円）、午後は芝生
広場でのたこあげ大会を
行います。参加希望の方
は電話での予約をお願
いします

新年は4日から。10日は「新春たこあげ大会」

☎096-248-7311
住／合志市栄3802-4
営／9:00～17:00
休／火曜（12/29～1/3休）

カントリーパーク 検索←
※入園料は大人100円、
　高校生以下無料
※価格はすべて税込

「シミ・シワ・たるみ」や
「ワキガ・多汗症」による
コンプレックスには、切
らない治療が有効です。
レーザーや注射などで、
施術時間も短く入院する
必要もありません。個人
の症状によって適切な治
療法が異なるので、専門
の医師に相談し、適切な
方法を選んでください

←診療の詳細
　はこちら

診察は年末31日正午迄、年始4日13時～

住／中央区水道町5-21
　　コスギ不動産水道町
　　ビル5階
診療時間／9:00～18:00
休診／なし（1/1～1/3休）

女性10120・177・340
男性10120・477・340
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共立美容外科熊本

☎096-324-1010（長崎書店斜め前）　※税込
営／10:00～18:30（1/2・3は～17:00）休／1/1休

2万円以上の時
計・ジュエリー購
入で、先着50名
に金沢金箔プレ
ゼント。2日・3日
は福袋大市も

２日～新春お祝い市

ホテル日航裏、食通の女
性に愛される「縁」。3日・
4日は新春メニューのみ
の営業（予約がお勧め）。
お昼の食事会などに、
いろんな料理が楽しめる
「いろどり膳」2000円
はいかが。前菜7種や野
菜の串揚げなど、健康志
向のメニューが勢ぞろい 
※価格はすべて税別

3日昼～営業。少人数での食事会は「縁」で

住／中央区上通町5-40-1階
営／11:30～14:00、17:30～21:00os
休／不定休 （12/31～1/2休） ☎096-351-0824

●ランチ（土日もＯＫ）
ハンバーグ膳…1500円
えにし膳 …… 1500円
●夜のコースは3800円
～5800円（飲み放題
付きは4546円～）
ごちそう膳 …3500円
※夜は予約のみ

住／東区若葉1-35-18
※年末年始の休みは
店舗により異なります

楽しく便利にお
買い物ができる
健軍商店街へ、 
お気軽にお越し
ください

新春の売り出し3日から

☎096-368-7312

健軍商店街 検索←

健軍商店街振興組合

江津本店
清水店
南高江店

営/10:00～18:30

県下10店舗！ 合
同新春初売りは
3日から。売り切
れ御免の大特価
でご奉仕します。
お近くの千寿へ！

千寿全店３日～初売！

10120・928・824
10120・080・297
10120・038・824

※12/30～1/2休

各メーカー特約店として、
年間100～150隻販売い
たしております。
YAMAHA・NISSAN・
SUZUKI・HONDA・
TOHATSU・ベイライナ
ー等カートップボートか
らクルーザーまで、あらゆ
るボートを取扱いしてお
ります。 是非一度ご来店
ください

新年は4日（月）から通常営業いたします！

大矢野マリーナ 検索←

住／上天草市大矢野町中
10789-1
休／水曜（祝日の場合は
営業、翌日振休）・第2火
曜（12/31～1/3休）

☎0964-59-0145

シーズン
（4～10月）

オフ
（11～3月）

平日

土
日祝

8:30～
18:00

8:30～
17:30
7:30～7:30～

6:30～ 7:00～

旧年中は格別のご愛顧
を賜り、誠にありがとう
ございました。本年もよ
ろしくお願い申し上げま
す。山鹿市菊鹿町相良に
ある菊鹿ワイナリー売店
も新年4日10:00～から
営業です。
皆様のお越しをお待ち申
し上げます

熊本ワイン売店（フードパル内）新年4日～営業

住／北区和泉町三ツ塚
　　168-17
営／10：00～17:00
休／熊本ワイン売店＝水
曜、菊鹿ワイナリー売店＝
第1・3火曜（12/30～1/3休）

☎096-275-2277
オンラインショップ↑

住／南区川尻2-5-1　 
営／10:00~19:00
休／不定
（12/31~1/2休）

☎096-357-9852

新築・リフォーム
&木の学習机フ
ェア開催。ご成約
のお客様に木の
小物＆デスクマ
ットプレゼント

新春フェア3日～31日 

ワイズデイ 検索←


