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4日～営業。相談教室開催
1月19日（水）、
26日（水）「今すぐ
はじめる!!」相続・
贈与相談教室開
催。詳しくはHP

☎096-322-1111　FAX096-322-5050

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

 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

洋装のタバラ

住／中央区上通町4-16
問／9：40～18：00　休／1/11・25（12/29～1/3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４日から

☎096-352-2857

住／菊池市七城町岡田306　 営／9:00～18:00
休／無休 （1/1～1/3休）※12/31は9:00～12:00

七城メロンドーム
は今年も「安心・
安全」「新鮮で安
い」をモットーに
生産農家と一生
懸命頑張ります

4日朝9時より通常営業！

☎0968-25-5757

4日、新卒就職説明会

「2023くまもと
合同就職説明会」
開催。県内の優
良企業21社が出
展。熊本での就活
はここから！

日時／1月4日（火）13:00～17:00
会場／くまもと県民交流館パレア10階

問合せ☎096-359-3412※12/28～ 1/3休

※参加無料、詳しくはHPをご覧ください

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）

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

新年は4日から営業!

10120･286･750

物流

物流
総合物流事業のエキスパート

住／北区植木町上古閑339-1　
営／9:00～18：00　※12/31～1/3休

4日から。片付・遺品整理
一般家庭での不
用品の片付けや
遺品整理、機密
データ処分はお
任せを。不要陶器
持込も大歓迎！

☎096-227-6656

県庁通りに誕生した、九
州初「ルーカス」のモデル
ハウス。豊かさや安心、ス
テイタス感…といった三
井ホームらしさをそのま
まに、時代を反映した“等
身大リアルサイズ”を見
事に体現。隣には美しく
開放的な空間を誇る熊本
支店デザインセンターが
あり、便利さも魅力です

等身大で新しい価値観を体現。新年は4日から

熊本県庁通り
モデルハウス／中央区神水
1-24-9（三井ホーム 熊本支店
となり）
営／10:00～18:00 
※12/26～1/3休

1 0120･47･2424 三井ホーム 検索←

↑来場予約はこちらから

1月5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。「カローラクロス」や
「ライズハイブリッド」な
ど、人気の車種も試乗で
きます！　詳しくはＨＰで

イベント情報はこちら

5日から営業。5日～10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
　  （12/28～1/4休）

10120・011840

人気漫画「シティーハンタ
ー」とコラボした、県産抹
茶ケーキ「XYZ抹茶チー
ズケーキ（21㎝・2600
円）」が販売中！　チーズの
濃厚な風味と県産抹茶の
上品な香りが広がる美味
しさ。東京の漫画フェスで
は毎回完売でかなりレア
な商品です。詳しくは各店
舗にお問合せを　※税込

新年は4日～。数量限定！　県産抹茶スイーツ

住／中央区上通7-10
営／11:00～19:00
休／火曜（12/31～1/3休）

☎096-355-1100

本店
☎096-343-9268

茶以香（上通店）

住／北区高平3-34-13
営／9:00～18:00
休／日祝（12/31～1/3休）

JAPAN TEA ACTION PROJECT

富士フイルムビジネス
イノベーションジャパ
ンは地域の企業に寄り
添い、新しい価値を提
供してまいります。
「お客様を成功に導く
懸け橋」になることが
私たちの使命です。
本年もご愛顧賜ります
よう宜しくお願いいた
します

熊本のビジネスに革新を　新年は4日～

住／東区尾ノ上1-6-1　
営／9:00～17:40
休／土日祝（12/30～1/3休）
☎096-367-2220

●複合機活用などの
　ドキュメントサービス
●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

http://www.fujifi lm.com
/fb/company/fbj

新年は保険に関するお悩
みや不安ごとを解消しま
せんか？　1月5日（水）
から「新春相談会」を開催
します。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最
適な保険をアドバイス。
土日祝も営業、キッズス
ペース完備、相談はいつ
でも無料です

新年は５日から。新春相談会を開催！

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）

募集代理店

10120･198･466
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2022年長嶺店は15年
目、西熊本店は11年目を
迎えます。生・損保合わせ
て数十社の中から、お客
様のライフスタイルに合
わせた商品をご提案。相
談件数が多い保険の見直
しや個人年金の相談、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！

おかげ様で長嶺店は15年目、営業は４日から

左／シュロアモール長嶺店  右／西熊本店

住／東区長嶺西1-5-1
☎096-387-7798
シュロアモール長嶺店

住／南区島町4-1-55
☎096-320-0883
イオンタウン西熊本店保険代理店　㈱わが家の保険と資産管理

10120・08・4344
営／10：00～18：30　休／不定（12/30～1/3休）

●オンライン相談も
　受付中です！

1月9日9:15から45
分ごと7回（各12組）の
予約制でたこ作りに挑
戦（材料費300円）。さ
らに11:30～・14:00～
「たこあげ大会」を行い
ます。大会への参加は、
予約なしで持参のたこで
もOK。広い芝生公園で
のびのびたこあげ。アイ
デア賞等も授与します

新年は5日から。9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（12/28～1/4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

☎096-363-3632

ビジネスの世界でも必須
の取り組みになりつつあ
るSDGs。まずは名刺を
SDGsに対応した紙に
変えませんか？　古紙
パルプ100％を使用し
た再生紙バトラーは、モ
ノクロ片面印刷で税込
1650円～（100枚）。ほ
かにも種類豊富です。詳
細はQRから

新年は5日から。「名刺からはじめるSDGs」登場

住／中央区春竹町春竹
　　495
営／8:50～18:00
休／土日祝
　  （12/28～1/4休）アートプロセス　SDGs 検索←

おかげさまで創業70周
年。初売りは特典が盛り沢
山！　ご来場の方には下取
り査定10万円UPのクー
ポン付福袋をプレゼント。
また新車or中古車をご成
約の方は、サイコロを振っ
てその場で最大１万円の
お年玉を現金でゲット！　
各店舗では特別な特選車
もご用意しています

５日（水）～16（日）創業70周年初売り開催！

住／東区西原1-2-15
営／10:00～18:00
休／火曜・第1、第2水曜
　  （12/29～1/4休）

10120･354･232

日産プリンス 熊本 検索←

HPはこちら↑

「本年も車のことは私
たちにお任せくださ
い！」。1月8日（土）～16
日（日）は、熊本トヨペット
「新春初売り」を開催い
たします。都市型SUVハ
リアーやヤリスクロス、
カローラクロスなど人気
車種が勢ぞろい。豪華な
お年玉成約特典も盛りだ
くさんです！

新年は5日から営業。8日から「新春初売り」

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
　  （12/27～1/4休）

10120･921･511

熊本トヨペット 検索←

空き家や引越しの不用
品処分は「勲栄総建」に
お任せください！　粗
大ごみ処分・不用品回
収・買取・リサイクルを
まとめて承ります。分別
から搬出まで作業員が
すべて行いますので、簡
単手間なし。軽トラ１万
780円、2tトラック3万
3000円ほかプラン多数

年末は12月30日まで、年始は５日から営業！

10120・534・901
住／東区石原町1-3-6

営／9：00～18:00　休／無休（12/31～1/4休）

熊本市内＆近郊まで
出張無料！

●作業員が買取でき
　る品を選定
●買取金額と処分料
　を無料見積もり
※産業廃棄物など一部
対象外あり
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丁寧な手仕事やコスパに
もこだわったランチの一
番人気「いろどり膳」。カラ
ッと揚がった串揚げや里
いも万十、甘味までついた
全10品。目でも舌でも楽
しめる豊かな味わいです。
前日までの予約で、茶わん
蒸しをサービス（1月末ま
で）。ゆったり個室でラン
チ新年会を ※価格は税込

5日～営業。昼の新年会に「いろどり膳」2200円

住／中央区南坪井1-1並木坂NKビル1階
営／ 11：30 ～14:00os、17:30 ～21:30os
休／火曜（12/31 ～ 1/4休） ☎096-351-9400


