2021年7月17日

個別対応で、住み心地・使い勝手の悩みをヒアリング

土曜日

＜2＞

代金助成＆クーポン付き
「くまもと再発見の旅」
でお得に旅行！

住宅・マンションリフォーム、
プロに無料相談 ついに復活！人吉温泉
「あゆの里」
日帰り旅
（株）ひまわり住工房

住宅リフォーム専門店

旅館では︑和モダンで

上質な佇まい︑全 品の

豪華会席︑芯まで疲れが

人限定！

ほぐれる名湯を満喫︒青

各日

１００年に一度とも言

井阿蘇神社など︑今行き

安心・安全・快適に
配慮した旅行です

申込み↑

※写真はイメージ ※最少催行人員26人、添乗員同行、
小学生以上同額 ※道路状況により行程が変更になる場合があります
※料理内容は変更になる場合があります
観光庁長官登録旅行業第 2042 号 総合旅行業務取扱管理者 芝本秀吉

特定原材料等／大豆

特定原材料等／卵、乳、小麦、大豆、キウイ

果実の宝石！
「常夏ろーる」
お菓子の香梅
長さ ㎝×高さ６㎝︒１２９６円
︵税込︶
※日保ち 冷蔵で１日

熊本県産のもち米と北海道産の小豆を使用。早朝
から蒸し丹念についたやわらかい餅を、甘さ控え
めのさらりとした小豆こし餡で包みました

予約はお早めに！

毎月６日だけのお楽し

8月6日限定 毎月6日はKOBAIろーるの日
ベリーやキウイ、マンゴー…色とりどりのフルー
ツのデコレーションが、まるでパラダイスのよう
にキラキラ。ココナッツ風味のスポンジとカス
タードが夏らしい南国気分を醸します

※予約はお早めに。最寄の香梅各店へ

われる豪雨災害から１

電鉄本社は無料駐車場完備（要予約）

み︑香梅﹁ろーるの日﹂︒

８月６日︵金︶は︑色鮮や

かなフルーツがいっぱい

ココナッツの風味と果

の﹁常夏ろーる﹂です︒

実の酸味が絶妙のバラン

スです︒予約は最寄りの

香梅各店へどうぞ︒

問合せ／白山本店

お菓子の香梅

午前９時〜午後７時

土用の丑の日
「力餅」

年︒人吉を代表する老舗

申込・問合せ／☎ 096
（345）
1111

コラボストラップ進呈！

ひまわり
住工房

☎０９６︵３７１︶５０８１

餅と餡のシンプルかつ上質な味わいの「力餅」

住所／中央区黒髪3-7-29
受付／ 9:00 〜 17:00（土日祝休）

くまでん・ハローキティ

６個入り７５６円︵税込︶
※日保ち 常温で１日

７月 日の限定販売

最も暑い盛りである夏

の土用には︑暑気あたり

を防ぐ食べ物で猛暑をし

のぐという風習が今に残

されています︒江戸の頃︑

高価だった砂糖を使った

餅を食べるようになった

のも︑この風習のひとつ︒

問合せ／白山本店

﹁力餅﹂で夏を元気に︒

午前９時〜午後７時

☎０９６︵３７１︶５０８１
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公園

● 香梅

9800円
2000円

「リビングを見た」で掲載ツアーを
申し込んだ先着10人に！

●

・抗菌コーティングによる接触感染防止
・エアロピュア搭載による空気感染防止
・自動消毒液噴霧器搭載など感染症対策を徹底

※熊本県民であることが証明できる物の提示が必要です。対象は熊本県内在住者のみ。県外の人を
含むグループは全員が対象外となります。1グループが普段から日常的に接している4人以下。同居
家族は5人以上でも申込みできます。※国のGoToトラベル事業等が再開された場合は、同キャン
ペーンは終了もしくは中断することがあります。また同時進行する場合もGoToトラベルキャンペ
ーンと同キャンペーンの併用はできません。2021年10月31日までの予約分が対象です。取消の
際は旅行代金を基準に所定の取消料を申し受けます。

読者限定 特典

●マクドナルド

●セブン
イレブン

国地域観光事業支援﹁く

浜線バイパス

ダイハツ ●
吉野家 ●

99％殺菌・空間消毒・
ペットの臭い対策も◎

1万2800円
3000円

地域限定クーポン

●ワンダーシティ

シャト
レーゼ
●

たい名所も巡ります︒

【 行 程 】電 鉄 本 社（8:20）桜 町BT（9:00）-宇 土 駅
東口（9:50）-人吉温泉 清
旅行代金
1万2800円
流山水花 あゆの里【昼食・
助成額
5000円
入浴】-青井阿蘇神社-ひみ
支払実額
7800円
つ 基 地 ミ ュ ー ジ ア ム（ 人
地域限定クーポン
2000円
吉 海 軍 航 空 基 地 跡 ）-宇 土
設定日 9/12㊐・20㊗・23㊗、
10/3㊐・ 駅 東 口（18：10着 ）-桜 町
17㊐・24㊐・31㊐、11/3㊗・7㊐・21 BT（18:50着）-電鉄本社
㊐・23㊗、12/12㊐・19㊐
（19:20着）
旅行代金
助成額
支払実額
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「セミデラックスバス」で運行！

11/8㊊・15㊊、12/6㊊

ローソン
●

プレゼント！

旅館﹁あゆの里﹂の８月

【成約特典】

次亜塩素酸
噴霧器（４L）

白山通り

日復活にあたり︑くまで

GS●
ハローデイ●

まもと再発見の旅﹂です︒

読者限定 特典

30

30

独立3列シート（31席）の

※代金助成枠には限りがあります

設定日 9/22㊌、
10/7㊍、

HPは口コミ

（中央区八王寺町41-22）多数掲載！

④親身で心の通うアドバイザーの存在

枠数限定︑急ぎ予約を︒

1 0120・96・8802

【会場】 ひまわり住工房

んがいち早く日帰り旅を

＊事前に電話で来場予約を

大人1人・税込

検索←

実現してくれました！

【あゆの里特製会席料理】食前酒・前菜・吸物・造り（あゆの背ごし等）
・煮物・焼物
（鶏香草焼）
・温物（黒毛和牛と特産野菜のきのこ鍋）
・ご飯・香の物・デザート

質の高い丁寧な施工を安心価格で提供

③介護保険を利用したバリアフリー工事
もお任せ

バスツアー

3列独立シートのセミデラックスバスで行く

①
「家族の家をリフォームする気持ち」
で、

②小さな疑問や要望も誠実対応。
お客さんを
不安にさせない、
レスポンスの速さ

くまでん

【くまもと再発見の旅・日帰り】災害復旧記念！
人吉温泉「あゆの里」会席料理の昼食と温泉入浴

いざリフォームしよう

と思っても︑どの製品が

我が家に合うのか分から

ーの製品に精通したスタ

ない⁝そんな人は︑同社

ッフが一つひとつ丁寧に

ひまわり住工房へまずは電話予約を
水回りから増改築まで︑
喜びの声多数

ゃ ん か ら 赤 ち ゃ ん ま で︑ の誠実施工が口コミで高

説明︒ショールームに行

に相談すると︑各メーカ

評価︒個別相談会も随時

い心地を追求︑適正価格

安心で快適な家づくりを

く前に検討すべきポイン

おじいちゃんおばあち

モ ッ ト ー に︑ 器 具 交 換・ 開催中︑都合の良い日時

トを教えてくれる︑頼れ

で気兼ねなく話せます︒

水回り・増改築など幅広

る身近な工務店です︒

選ばれるには理由があります

蛇口交換等小さな困り

「家の事をここまで真剣に考えてくれるなんて…」

事も遠慮なく相談を︒戸

建て・マンション対応︒

「お客様のご要望に応じて
プラン図やパースを
作成しています。
住み心地の良い間取りを
提案できるよう
真心込めて頑張ります！」

各メーカーの人気

よく食べ、よく笑う
真崎です！

く駆け付けるリフォーム

トも貯まる！
ゆめカードポイン
リフォーム
専門店では
画期的！

専 門 店﹁ ひ ま わ り 住 工

（熊本県住宅リフォーム部門、
R3.7月時点）

プランを比較できる

国内最大級の店舗の情報サイト
「エキテン」
で１位獲得！

房﹂︒〝お客様目線〟の使

リピーターの多さが信頼の証

旅行企画・実施／熊本電鉄旅行センター

検索←

ひまわり住工房
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