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年始の営業日をCheck!

住／上益城郡嘉島町鯰1834-1　診療時間／9:00～
12:30、14：30～18：00、土曜午後は14：00～16：00、

休／日祝日、木曜午後  （12/29～1/5休）
www.nogcli.jp

6日から通常診療
木曜午前は女性
医師の診療で
す。新年も皆様
のご健康を祈念
しております

☎096-237-4112
のぐち皮ふ科
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ネッツ
スクエア

コジマ
デンキ
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ニトリ
東バイパス

トヨタ
レンタカー

至宇土

1月 9 日～17日の 9
日間は、ユナイテッド
トヨタ熊本県下一斉
「Challenge Fes」
開催（1/12は定休日）。 
期間中、新車ご成約で
「熊本応援・選べるご成
約プレゼント」。当社お
勧めのお店で使える、
共通金券3000円分を
進呈いたします！　

新年は6日から営業。9日から「Special 9Days」

住／中央区世安町183

■ ■肥後銀行 3

琴平通り
エルセルモ

至宇土

■南警察署

至市街地

■ローソン

カローラ
熊本

☎096-362-2112
住／南区近見7-8-41
☎096-356-2211

（共通）営／10:00～18:30
休／第1月曜・毎週火曜（12/28～1/5休）

カローラ熊本 本店 ネッツスクエア本店
ユナイテッドトヨタ熊本

熊本三菱自動車グル
ープ県下10店舗で、5
日10時より“新春初売
りフェア”を開催しま
す。SUV車「エクリプ
スクロス」に電気とガソ
リンで走るPHEVが登
場！　福袋、お年玉価格
の目玉車や、保証付き
中古車をご用意。ぜひ
ご来店ください

5日から営業。県下10店舗 初売りフェア開催！
本店　     ☎096-354-2000
　　　    南区平田2-1-57
健軍店      ☎096-331-5500
　　　  　東区沼山津2-2-2
新南部店 ☎096-384-1133
　　　     東区新南部4-4-13
大津店      ☎096-294-2511
　　　　   菊池郡大津町室725-1
富合店　☎096-357-7275
　　　　南区富合町田尻50
飛田店　 ☎096-345-4102
　　　　 北区飛田4-6-51

営／10:00～18:00
休／火曜（12/29～1/4休）

熊本三菱自動車
グループ

熊本三菱自動車 検索←

☎0966-78-2015
津奈木漁業協同組合
住／葦北郡津奈木町
　　大字福浜3503
営／10：00～16：00　
※土・日・祝のみ営業、
　完全予約制

不知火海で育った、栄養
豊富な牡蠣を堪能でき
る牡蠣小屋「つなぎオイ
スターバル」がいよいよ
オープン。津奈木産の牡
蠣は旨味が凝縮され、小
ぶりながらもクリーミー
な味わい。3種の欧風ト
ッピングや、特製のバジ
ルソースで様々な味わ
いが楽しめます

絶景ビューの牡蠣小屋オープンは、9日から！

つなぎオイスターバル
つなぎオイスターバル 検索←

シトロエン熊本

住／南区近見6-21-47
営／9：30～18：30　休／水曜（12/28～1/6休）

多彩に使える室
内空間。みんな
を夢中にさせる
ベルランゴ、ご
用意してお待ち
しております！

新年は7日から営業!

☎096-351-8822

シトロエン熊本 検索←

トヨタ全車種取り扱いの
熊本トヨペットでは、ス
タイリッシュな外観デザ
インのハリアーをはじめ、
「軽快な走り」と「低燃
費」を兼ね備えた新しい
都市型SUVヤリスクロ
スなど人気車種が勢ぞ
ろい。全店舗で試乗でき
ます。詳しい内容はQR
コードから

新年は6日から営業。9日からはイベント開催

住／南区十禅寺2-2-5
　 （3号線沿い）
営／9:30～18:00
休／火曜・第1月曜・祝日  
　　※一部祝日除く
　  （12/27～1/5休）

10120･921･511

熊本トヨペット 検索←

五福小そばの法蓮寺・松
音寺でご好評いただい
ている納骨堂、第2期も
残り僅かとなりました。
ほか、国府・上南部の屋
外納骨堂もご案内でき
ます。宗派は問わず、無
縁墓地になる心配もあ
りません。終活や墓じま
いをお考えの方、ぜひ気
軽にご相談ください

5日から営業。桜町から近い納骨堂好評販売中

（有）鳳凰石材
鳳凰石材 検索←

10120･62･7733
住／東区戸島町407-4
（第１空港線・佐川急便横）
営／8:00～18:00
休／不定　
※12/30～1/4休

ずぼらめしコンテスト 検索←

営／10：00～17：00、土日祝休
※12/28～1/5休　募集期間は12/28～2/14

問合せ ☎096-328-1132

インスタ投稿で
「くまさんの輝き
1年分」が当たる
ずぼらめしコン
テスト（ヒロシが
審査員）を実施！

2月14日応募締切

受験生に必須な体調管理
と心のケアには緑茶が一
番！　自律神経の乱れを
調節します。ぬるめでい
れれば集中力UPと良質
な睡眠。熱めなら風邪、腹
痛の予防に期待大。合格茶
（777円）は合格祈願と
受験生の心身をサポート
します。緑は合格までの
青信号です　※税込

本店は5日から。感染予防にお茶を！

住／中央区上通7-10
営／11:00～19:00
休／火曜（12/30～1/5）

☎096-355-1100

本店
10120・205・288

茶以香（上通店）

住／北区高平3-34-13
営／9:00～18:00
休／日祝（12/30～1/4）

JAPAN TEA ACTION PROJECT

住／東区新南部6-3-125　営／10:00～18:00
休／第1月曜、毎週火曜（12/28～1/5休）

新春恒例のお得な初売
りは、１月6日（水）～11
日（祝・月）の「全店いっ
せいザ・商談会」と同時
開催。初売りならではの
お得な特典をご準備し
ております。東バイパス
特設会場では、漫画家・
鹿子木灯先生のサイン
会を開催。ご来場をお待
ちしております。

新年は6日より11日まで初売り

ネッツトヨタ熊本 検索←
10120・448・699

1月6日（水）10時より6
日間、新春初売りイベン
トを開催します。初売り
だけの特別低金利や、チ
ラシ掲載の特選車に使
えるクーポン入り福袋プ
レゼントなど、豪華特典
が満載。「ヤリスクロス」や
「新型ハリアー」など、全
店舗にて試乗できます！
詳しくはＨＰで

イベント情報はこちら

6日から営業。6日～11日に初売りイベント開催!

熊本トヨタ 検索←

住／南区日吉2-10-1　
営／10:00～18:00
休／毎週火曜
　  （12/28～1/5休）

10120・011840

新春は6日から営業！

住／東区画図町下無田1714-1
営／9:00～18:00　※年末年始の営業は問合せ

県下一の安さに
挑戦！　厳選さ
れた最高級石材
を使い設計・施
工した、正しい
お墓をお客様へ

熊本　西山石材 検索←

10120・4114・63

エアコン5980円（お
掃除ロボット付＋1万
円）、室外機2980円、
換気扇（フード、ファン）
9800円、浴室カビ取り
5980円（水垢取り別
途見積）、トイレ5980
円、洗面台5980円（表
示価格での施工は2カ
所まで）。カード払いで
さらに1000円引き！

営業7日～プロのお掃除カード払いで1000円引

☎096-285-7840
住／東区保田窪本町10-101
営／8:00～18:00
休／日曜・祝日
　　（12/26～1/6休）

（株）Ｋクリーン
総合サービス

Kクリーン 検索←

HP↑。格安ハウスクリー
ニングは1月31日まで

一般住宅から各種施設
まで、空調・電気設備・未
来型スプリンクラーの
提案で貢献。高い技術力
で、省エネ化・経費削減
をお手伝いいたします。
ドローン事業も準備中。
最先端の技術で、明るい
未来と幸せを届けます。
気軽にご連絡ください！

5日～営業。より良い環境づくりで熊本を支える

サンテクノ　熊本 検索←

住／東区新南部1-3-130　
営／9:00～18:00
休／日祝（12/29～１/4休）

10120・25・3016
株式会社

明るい未来と幸せを届ける

店内営業は各店
6日（天草店は2
日）からスター
ト。今年も新鮮
な海の幸を提供
いたします！

営／11:30～14:00os、
17:30～21:30os
休／火曜（1/4・1/5休）
※12/31～1/3は正月料理
の受け渡しのみ

総本店 ☎096-360-5111
薄場店 ☎096-320-3277
嘉島店 ☎096-237-4501
光の森店☎096-340-2888

店内営業は6日から

浜ん小浦 検索←

本年も、職人た
ちが心づくしで
作り上げる逸品
で、真心を込め
たおもてなしを
お約束致します

住／東区健軍4-6-5　営／11:30～14:30os、17:30
～21:00os　休／火曜（12/28～1/5休）　P／あり

☎096-331-4555

年始は6日から営業

もっこくてい 検索←

新春初洗いは、ドライ・
水洗い・ハイクラスがお
得な年賀状キャンペーン
で！　2021年のお年玉
付き年賀状の抽選番号
下1桁が偶数で３割引。
下4桁が「2021」で無料
の大当たり！　大当たり
は、ハガキ１枚につき１
回クリーニング品30点
までＯＫです

６日～31日は、年賀状キャンペーンを開催！

☎096-380-1300
営／8:00～17:00
休／日祝休（12/31～1/4休）

問合せ/中園ホールディングス（株）

ホワイト急便 検索←

・当たり年賀状１枚につき 
  １回ご利用できます
・皮革製品、着物、寝具類、
 特殊品は除きます

お陰様で16周年を迎え
ました。豊富なメニュー
でオープン以来、老若男
女問わず幅広くご支持
を頂いております。
現在は、消毒やマスク
着用、換気にスタッフの
体調管理等、衛生対策
を講じて営業中です。こ
の機会に是非ご利用く
ださい

カット2750円（税込）、1月5日から営業
光の森店
☎096（233）0178
長嶺店
☎096（274）3777
イオンタウン西熊本店
☎096（320）3901
植木店
☎096（288）1099
ゆめタウン八代店
☎0965（45）9228
営／光の森・長嶺店＝9:30
～、そのほか＝10:00～
休／光の森・長嶺店＝水
曜、そのほか＝無休
※受付終了時間について
　は各店まで問合せを
※1/1～1/4休、八代店
　のみ1/1～1/3休メリィメリィ 熊本 検索←


