
■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

TEL.096-359-3311
■配布に関するお問い合わせ（土日・祝休）

月～金／9:30～12:00・13:00～17:30 （土日祝休）月～金／9:30～18:30、土／9：30～12：00 （日祝休）
TEL.096-359-3611

2021年7月17日号〈24Ｐ〉 休日在宅医は21・23ページに掲載

〇リビング新聞は仙台から鹿児島まで全国51エリア（版）、683万部をネットワークしています。
○企業名が見出しに表示されているものはその企業からのPR情報です ○紙面の無断転載を禁じます

住所／〒860-8511 熊本市中央区新市街7-20 ヴィレラ辛島2階

家庭料理から
魚の捌き方などの
基本をマスター!

熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館2階）
営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）☎096-370-1112

リビングカルチャーセンターはません校

詳しくはWEB
をチェック

日時／第④木曜日（月1回） 10：30～13：00　受講料／月額4080円　※定員12人
場所／西部ガスショールームヒナタ熊本（ココサ下通5F） ※入会金3300円別途

季節のメニューで

楽しい！
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【YAD941Z-622】

【7481-622】

■旅行代金（消費税・入湯税込）
大人1人／3～4人一室利用の場合

■出発日と旅行代金（消費税込）大人・小学生1人

■出発日と旅行代金（消費税込）大人/65歳以上限定

※2人1室利用の場合は大人1人4000円増し　※2人以上で申し込みください。相部屋はありません　
※最少催行人員／2人・食事／朝1、夕1・添乗員／同行なし・チェックイン／15:00 チェックアウト／10:00

（
注
）
１
房
分
は
お
持
ち
帰
り

（
旅
行
代
金
に
含
む
）、２
房
目

か
ら
の
狩
り
取
り
分
は
各
自
払

い
と
な
り
ま
す

※最少催行人員／20人・食事／昼1
・添乗員／同行（熊本駅～熊本駅）
・利用バス会社／白浜交通または九州
エリア利用バス会社（当社基準）

右下:吉次園代表 前田さん※料理写真はイメージ

※料理写真はイメージ

■
出
発
日
と
旅
行
代
金

■受付／平日9:30 ～ 17:30、土日祝9:30～13:30
　　　　カウンター受付は平日10:00～16:00
■住所／中央区花畑町12-28桜スクエア6Ｆ

☎096（278）8939 ℻096（211）3901

観光庁長官登録旅行業第1847号、(一社)日本旅行業協会正会員

10,000円～ 13,000円

■旅行代金（消費税）
大人・小学生1人

■支払い実額（消費税）
大人・小学生1人

12,980円

7,980円～
9,980円

■支払い実額（消費税・入湯税込）
大人1人／3～4人一室利用の場合

5,000円～ 10,000円

出発日
（2021年） 旅行代金 旅行代金

への助成金
支払い
実額

地域限定
クーポン

7月：22・23
8月：7・8・28
9月：5

7月：29
8月：19・25

出発日
（2021年） 旅行代金 旅行代金

への助成金
支払い
実額

地域限定
クーポン

月
〜
金
土
・
日
・
祝

月～
金

12,980円

5,000円

3,000円

2,000円

7,980円

9,980円

5,000円 7,980円 2,000円12,980円

出発日（2021年） 宿泊日 旅行代金 旅行代金
への助成金

支払い
実額

地域限定
クーポン

7月：26～30
8月：1～6・9～11・15～20・22～27・29～31
9月：1～3・5～10・12～17・20・21・23・24・26～30
7月：31　8月：21・28　9月：4・11・18・25
8月：12　　 9月：19
9月：22

日～
金曜日

土曜日
指定日・
休前日

10，000円

13，000円

5，000円

3，000円

5，000円

5，000円

10，000円

8，000円

2，000円

7月：28・30
8月：6・11・
　　 20・27
9月：1～3

（税込 6000 円以上の商品購入者）

〈PR〉「くまもと再発見の旅」助成適用。人気のため早めの予約がおすすめ

宿泊も　日帰りも

宿泊
ここに注目‼

女性限定特典

お得旅で観光応援！
阪急交通社 熊本支店

阿蘇内牧温泉 ホテル角萬【2 日間】

日帰り
吉次園の高級品種シャインマスカットお持ち帰り‼
当社基準Ａランクホテルでランチ日帰り

「くまもと再発見の旅」
助成適用後

「くまもと再発見の旅」
助成適用後

新型コロナウイルスの影響でダメージを受けた
県内観光の回復を後押しするため、宿泊助成キャ
ンペーンが再開！　夏レジャーにぜひご利用を

●夕食バイキングは、ズワイガニ足・ステーキ・
　しゃぶしゃぶ、豪華メニュー食べ放題（90 分）

●有名百貨店で 1 房 600ｇ以上、
　5000 円相当で卸している

シャインマスカットお持ち帰りと
シャインマスカット狩りをお楽しみ※注

阪急交通社
限定商品

●夕食時飲み放題付（90 分）。アルコール含む
　コーヒー・プリン（セルフサービス）も

●司ロイヤルホテルの選べるランチ
●幻のすもも「ハニーローザ」を
　使用したアイス（1人1個）ご賞味

特製和巾着
プレゼント

飲み放題はビール・ワ
イン・カクテル他。未
成年はソフトドリンク

露天風呂

ハニーローザ
アイス

●庭園露天風呂・大浴場・6 つの貸切風呂（無料）は
　すべて源泉かけ流しの天然温泉

《共通事項》◎対象者／熊本県内在住者のみ 
①普段から日常的に接している人と4人以下 
②同居家族は5人以上でも可 ※別居を含む1
グループ5人以上及び県外の人を含むグルー
プは全員が対象外　※キャンセル料は助成金
の対象外　※コロナウイルス感染状況により
事業期間が変更される場合があります＊料理内容は仕入れ状況や時期により変更となる場合があります

【行程】熊本駅（9:00発）＝市民会館
前（9:20）＝菊池渓谷（観光）＝菊鹿
ワイナリー（買物）＝司ロイヤルホテ
ル（ランチ）＝ぷらっとぎょくとう
（買物）＝吉次園（観光・シャインマ
スカット狩りをお楽しみ※注）＝市民
会館前（16:30）＝熊本駅（16:50）

旅行代金から 1人

最大 5000円の助成
さらに、旅先で使える

2000円分の地域限定クーポン券付与

くまもと
再発見の旅は

こちらをチェック

洋食

和食

↑カンタン
申込


