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新春号

新 春 情 報 BOX
「立川志らく独演会」。
問合せ受付は４日から
「太陽光＋電気自動車」
次世代ハウス。
新年は4日〜 ２月26日

新年は4日から
1月14日（木）、
20日
（水）
「今すぐ
はじめる!!」相続・
贈与相談教室開
催。詳しくはHP

「省エネ・創エネ・蓄
エネ」の次世代エコハ
ウスを見に行きません
か？ 太陽光システム＋
オール電化で光熱費ゼ
ロを目指す家。電気自
動車とつながる新しい
暮らし…。災害に強く
家計にやさしい、「これ
からの住まい」をご提
案いたします

落語界の奇才が熊本へ。
「立川志らく独演会」が市
民会館シアーズホーム夢
ホールで開催。
各種プレイ
ガイドにてチケット販売
中です（ローソン、チケッ
トぴあ、イープラス、熊日
プレイガイド）。ファンだ
けでなく、初めての人も楽
しめるエンタメ性の高い
独演会です

日程 ／

2021年２月26日（金）
開場17:30 開演18:30

年 始の営業日をCheck!

☎096-322-1111 FAX 096-322-5050

住／中央区下通1-7-19 営／9:00〜17:00、土日祝休
（12/31〜1/3休） ※教室での個別商品の勧誘なし
商号等：大熊本証券株式会社 金融商品取引業者 九
州財務局長
（金商）
第1号 加入協会：日本証券業協会

4日、
新卒就職説明会

2021年1月
10日（日）
・11日（祝）
10:00〜17:00開催
＊予約優先（1/9号の
リビングでも告知！）
※写真は施工例

10120・947・343

住 ／ 南 区 城 南 町今 吉 野
1295
営／9：00〜17：00、
日祝休
（12/26〜1/3休）

新年4日から営業。熊本宿泊プランあり

ホーム夢ホール

料金／全席指定4000円

立川志らく独演会
立川志らく独演会

TKU

問／テレビ熊本事業部

☎096-351-1140

検索 ←

受付／平日10:00 〜 17:00
※12/26〜1/3休

「働き方改革」などもお手伝い 新年は4日〜
「富士ゼロックス熊本は
お客様の満足 を追い
求めることが私たちの仕
事です」
をモットーに、新
たなICT技術、AIやIoT
を通して、お客様の「働
き方改革」など課題解決
のご 支 援をして参りま
す。本年もご愛顧賜りま
すよう宜しくお願いいた
します

新春情報BOX 年始 の営業日をCheck!

問合せ☎096-359-3412 ※12/26 〜 1/3休
日時／1月4日（月）13:00〜17:00
会場／くまもと県民交流館パレア

☎ 096-278-8939

ズワイガニ足／料理一例
料理内容が変更になる場合がございます

観光庁長官登録旅行業第1847号
（社）日本旅行業協会正会員

新年は、４日（月）からレッスンスタート！

新年は4日から営業!

住／東区尾ノ上1-6-1
営／9:00〜17:30
休／土日祝（12/30〜1/3休）

☎096-367-2220

検索←

富士ゼロックス熊本

展示場は4日から営業
物流
総合物流事業のエキスパート

TKU、熊日RKK
各展示場で、先着
20名様に福袋プ
レゼント！ ご来
場をお 待ちして
おります

☎096-370-0330

住／南区馬渡2-9-16 営／9：00〜18：00
休／火・水・第1日曜（12/29〜1/3休）
検索←

創業30年、ウチダは 不
動産の案内役 として、
お
客さまの立場に立った親
身な 対 応で大 切な 資 産
のベストな道をご提案い
たします。賃貸・売買・投
資・管理など不動産に関
するさまざまな悩みや疑
問を総合的にサポート。
2021年も、不動産のウ
チダにお任せください！

陸上自衛隊 ■

28

東区役所

■

■
■■

ＧＳ ユートピア
健軍店

226

☎096-368-7030

住／東区秋津新町1-38
営／9：00〜18：30
休／水曜（12/31〜1/3休）
※土日祝も営業

不動産のウチダ

不動産のウチダ

検索←

猫写真コンテスト応募は1日〜受付
4日からオープン。家計の悩みをすっきり解消！ 本社4日〜、
2021年も家計の悩み・
疑問は弊社で解決しませ
んか！ 生・損保合わせ
て数十社の中から、あな
たのライフスタイルに合
わせた商品をご提案。個
人年金の相談、住宅ロー
ンや投資信託の取次ぎも
可能です。キッズスペー
スも完備しており、お子
様連れでも安心です

「2021年も私たちにお任せください！」

住／東区長嶺西1-5-1
保険代理店 ㈱わが家の保険と資産管理

10120・08・4344

新市街

〒

上通店
■大谷楽器
■ New-S

新市街郵便局

新市街店

10120・325・306
完全個室パーソナルダイエットジム
上通店・新市街店

上 通 店 ／中 央 区 上 通 町
7-6 マツモトビル３階
新市街店／中央区新市街
12-3 グリーンノットビル2階
営／10：00〜22：00、電
話受付9:00〜18:00、完全
予約制
（12/30〜1/3休）

新年は5日から。高速多人数温度計測カメラ登場

住 ／中 央 区春 竹 町 春 竹
495
営／8:50〜18:00
休／土日祝
（12/29〜1/4休）

豊工務店 ユトリエ

☎096-367-3333

住／東区山ノ内1-3-1
問／8:00〜17:00
休／日祝、
第2・第4土曜
※本社は12/30〜1/3休
ユトリエ

新年は５日から。家づくり相談会開催

検索←

新年営業5日（火）から
県 庁 近くでアク
セス◎。
完全個室
や半個室を完備
し、
感染症対策も
行い安心してお
楽しみ頂けます

土地探し・資金計画・お
見積り・プラン提案な
ど無料！ アイフルホー
ムにて5日から「家づく
り相談会」開催します。
2021年1月には、菊陽町
に新モデルハウスがグラ
ンドオープン！ ぜひこ
の機会に、ご家族でモデ
ルハウスへご来場くださ
い

☎096-237-6839

住／東区石原1-12-1
営／10:00〜18:00
休／水曜
（12/29〜1/4休）
検索←

アイフルホーム熊本

新年は5日から、2021年は“保険の見直し”を！
時代とともに変化する保
険は定期的な見直しがお
すすめです。専門知識を
持つスタッフが、複数の
保険商品の中からお客様
に合わせた保険をアドバ
イス。オンライン相談も
スタート、相談方法など
はご予約を。土日祝も営 募集代理店
業、
キッズスペース完備、
相談はいつでも無料です

インシュアランス・クリエイト

モスバーガー ■
TSUTAYA■

白山通り
JR平成駅

平成大通り

検索←

☎096-320-0883

2 月2 2日の「 猫の日」
に 向 け て 、イン ス タ で
「にゃんだふるDAYフ
ォトコンテスト」を開催
します！ 元日〜2月1
日に 応 募された 方の中
から上位3名様に、猫用
ケーキや高級キャットフ
ード な ど をご 用 意して
います。詳細はQRより
HPをチェック

国道３号線

☎096-363-3632

サーモ

イオンタウン西熊本店

営／10：00〜18：30 休／不定
（12/30〜1/3休） 住／南区島町4-1-55

ロッテリア ■
通町筋
電停

●オンライン相談も
受付中です！
シュロアモール長嶺店

☎096-387-7798

年始営業は4日〜。2カ月で−10㎏も夢じゃない！

アートプロセス

浜線店 ☎096-334-6266
南区出仲間6-9-1
長嶺店 ☎096-335-7700
東区長嶺南2-7-83
植木店 ☎096-272-1595
植木町後古閑101
戸島店 ☎096-214-2477
東区戸島西3367-1
（託麻交番近く）
八代店 ☎0965-65-5022
八代市本町3-1-2
（MAXバリュ2階）
営／10:00〜21:00
休／月曜（12/31〜1/3休）
検索←
ファミリアテニス

ローソン

10120･286･750
住／上益城郡益城町古閑127
（輸送団地内）
営／8：00〜17：00 休／日曜（1/1〜3休）

熊本・鹿児島で最大級、
4400人の生徒数を誇
るファミリア。2021年
も、お得なお年玉キャ
ンペーンを用意。詳し
くは１月9日号のリビ
ング新聞をチェック。
初心者対象で、丁寧な ファミリアインドアテニススクール
レッスンが好 評 。テニ
スを始めるならファミ
リアで決まり！

新年は４日から、土日祝も休まず営業！

健軍商店街

物流

最大20人を同時測定で
きる「高速多人数温度計
測カメラ」
は、
サーモグラ
フィと顔認証をAIで解
析し、瞬時に計測。設定
よりも体 温 が 高い 場 合
や、マスクをしてない人
をアラームで知らせる機
能付。さらに認識した人
をパソコンに保存できる
機能も。詳細はQRから

●クラウドサービス
●セキュリティサービス
●マルチベンダーサービス
など幅広く対応します

健軍町電停

一 般 輸 送 、物 流
管 理 、常 温 輸 送
から冷凍冷蔵輸
送まで、
さまざま
なニーズに応え
てまいります

仕事や家事・育児で忙し
くても、日常的にずっと
美ボディをキープできる
「一生モノの痩せ習慣」
を手に入れませんか？
今まで2549名が成功し
たダイエット、
その体験版
（3800円・税別）を「リ
ビングを見た」で無料に
（先着5名）。まずは電話
かHPをご覧ください

住／中央区花畑町12-28
桜スクエアビル6階
営／平日9:30 〜 17:30
土日祝9:30 〜 13:30
※12/27・30 〜 1/3休
旅行企画・実施／阪急交通社

●複合機活用などの
ドキュメントサービス

検索←

※参加無料、詳細は→ TKUヒューマン

ミサワホーム

←プランの
詳細は
こちら

※税込 ※未就学児の入
場不可 ※席は前後左右
１席空けての販売
※新型コロナ感染予防の
ため、検温・健康検査シー
トの記入・マスク着用・手
指の消毒にご協力下さい

Ⓒ山田雅子

２０２１年４月１日から
富士ゼロックス熊本︵株︶
は

LOOK UP kumamoto
「ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル熊本ニュースカイ
2日間」夕食ブッフェプ
ラン。平日120分、土日
祝日90分ズワイガニ足
も食べ放題！
この広告からのお申込は
承っておりません。詳し
くはホームページをご覧
ください

会場／市民会館シアーズ

富士 フイルムビジネス
イノベー ションジャパン
︵株︶
へ

「2022くまもと
合同企業説明会」
開催。
県内の優良
企業20社が出
展。
熊本での就活
はここから！

「電気自動車を使った
新しい住宅」体感会

サンリブ
■くまなん

キタムラ ■

至東バイパス

☎096-282-8620

住／熊本市中央区神水2-4-2 営／17:00〜23:00
（22:00os） 休／日曜（12/31〜1/4休）

新年は5日夜から
上乃裏通りそば、
完全個室にお座
敷専用テーブル
席をご用意。
大人
の隠れ家を演出
しております

10120･198･466
住／南区江越1-1-5-1階
営／9：00〜18：00
予約優先 P／あり
休／無休
（12/30〜1/4休）
検索←

☎096-323-7131

住／中央区草葉町3-19 営／12:00〜14:30、
18:00〜22:00（日・祝は〜21:00） 休／不定休
（12/30〜1/4休）※要予約
世菜 熊本

検索←

