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新春情報BOX 年始の営業日をCheck!

住／南区江越1-6-5
営／9：00～18：00

休／水曜（12/28～1/5休）
http://www.soradesign.biz/

新年は6日から

理想の住まいが
カタチになる家
づくり。お気軽に
お問合せくださ
い。今年も宜し
くお願いします

☎096-288-9801

住／合志市幾久富1758-263
営／9：30～18：00　休／なし（12/29～1/5休）

6日～ショールー
ムで新春初売り
セール開催。トイ
レやユニットバ
スが台数限定で
大幅値引きに！

6日から初売りセール

10120・83・7789

九州トータルハウジング 検索←

創業55年の信
頼と実績。“地元
密着のガス屋さ
ん”だからできる
リフォームを提
案いたします

住／西区横手4-3-1　営／8:00～17:00
休／日曜（12/31～1/4休）

☎096-353-1410

年始は5日から営業

大和プロパン 検索←

住／宇城市松橋町松橋　　
　　1715-1
営／11:30~15:00（予約優先）
休／火・水曜（12/28~1/5休）

☎0964-42-9551

宇城市松橋町に
令和3年1月に
オープン。令和4
年から完全無添
加のお店に生ま
れ変わります

新年は６日～

カフェ　樹 検索←

2022年も“一日
一笑”笑顔で元気
に営業致します！
本年も皆様のご
健勝をお祈り申
し上げます

住／北区八景水谷2-14-23　営／9：30～18：30
休／土日祝日（12/28～1/5休）

☎096-288-5494
http://www.assist-ccn.jp

新年は６日～通常営業

アシスト・コミュニケーション 検索←

プジョー・シトロエン熊本

住／南区近見6-21-47
営／9：30～18：30　休／水曜（12/28～1/5休）

お客様のライフ
スタイルに合う、
フランス車をご
用意してお待ち
しております。
試乗車もご用意
しています

新年は6日から営業!

☎096-324-8855・☎096-351-8822

住／東区新南部6-3-125　営／10:00～18:00
休／第1月曜、毎週火曜（12/28～1/4休）

新春恒例のお得な初売
りは、1月5日（水）～10
日（祝・月）にて「全店い
っせいザ・商談会」と同
時開催。ご成約の方に
は、お年玉特典プレゼン
ト！　さらに抽選で県内
ホテル・旅館のペア宿泊
券が当たる！
ぜひご来場よろしくお願
いいたします

新年は５日より10日まで初売り

ネッツトヨタ熊本 検索←
10120・448・699

熊本の農家さんこだわり
の野菜や果物を豊富に
品揃え。初売りは１月５
日からスタートいたしま
す。５日には野菜宝船を
展示、６日に先着順で野
菜をふるまいます。また、
５日には新春福袋もご
用意。2022年は保温シ
ート付人気エコバッグ入
り。詳細は23ページへ

2022年最初の大盤振る舞い。初売りは５日～

住／北区高平2-25-57
営／9:00～18:30
（12/28・29・30＝8:30
～18:30、12/31＝9:00
～14:00、１/1～1/4休）

☎096-341-7070

you+youくまもと
農畜産物市場

1月8日～16日はユナ
イテッドトヨタ熊本 県
下一斉イベントを開催
（1/11は定休日）。 新
車をご成約頂いたお
客様の中から抽選で
20名様にTS CUBIC 
CARD５万ポイントが
当たるプレゼントキャン
ペーンも！　詳しくはお
近くの各店へ！

新年は5日～。8日からは「HAPPY NEW YEAR SALE!!」

住／中央区十禅寺4-1-1

☎096-362-2111

営／10:00～18:30
休／第1・第3月曜、
　　毎週火曜
※12/28～1/4休

ユナイテッドトヨタ熊本本社

ユナイテッドトヨタ熊本

20～25年以上の空調
機器を省エネ空調機器
に更新することで、消費
電力を約70％以上削
減。CO₂削減と電気料
金削減に貢献いたしま
す。病院や学校など大型
施設の施工実績も多数、
空気環境から「脱炭素社
会」に挑戦する、暮らし
の総合設備業です！

【大型施設の施工実績多数】

新年は５日～。省エネ空調でSDGsに貢献！

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

熊本大学全学教育棟
全館空調換気設備改修 全館空調設備改修 全館空調設備改修

国際交流会館 山鹿回生病院

イベント用品貸しま
す、設営します！　
大型、小型テントのレ
ンタル・販売、展示
会、各種神事・式典、
お祭り、スポーツイベ
ントなどの各種備品レ
ンタルから企画・運営
まで、幅広くお任せく
ださい

新年は５日から営業

☎096-324-3131

住／南区江越2-19-7
営／10:00～17:30
休／土日・祝日
（12/29～1/4休） 

フタバ九州（株）

創業31年のウチダは“不
動産の案内役”。お客さま
の立場に立った対応で、
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。
2022年も、不動産のウ
チダにお任せください！

新年は６日から、土日祝も休まず営業！

住／東区秋津新町1-38
営／9：00～18：30
休／水曜（12/31～1/5休）
※土日祝も営業

☎096-368-7030
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不動産のウチダ 検索←

くまさんの輝き“ヒロ
シ米プロジェクト”を
YouTubeで好評公開
中！ヒロシさんが種ま
きから稲刈りまでお米
づくりを自ら体験。
さらに、おいしいお米
「くまさんの輝き」5㎏
を5名にプレゼント。詳
しくは27ページをぜひ
チェックしてください

「くまさんの輝き」5㎏プレゼント締切1月10日

YouTubeはこちら

くまもとのお米 検索←

問合せ 
☎096-328-1132
営／10：00～17：00、
土日祝休
※12/28～1/5休

くまもと売れる米づくり推進本部

６日・７日はKクリーン
ショールームで人気の
トイレがお得に。
パナソニック新型アラ
ウーノS160タイプ１
は17万9800円。タイ
プ２は14万9800円。
アラウーノS141は12
万9800円。各１台限定
です

6日・７日は新春トイレ初売りセール各１台！

☎096-285-7840

住／東区保田窪本町10-101 営／8:00～18:00
休／日曜・祝日（12/29～1/5休） ※税込

（株）Ｋクリーン
総合サービス

Kクリーン 検索←
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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。未来をリードする「快適空間の創造」

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

①クリーニングご利用
金額100円毎に、押印
します
②スタンプ20個で次回
300円引き（セールと
の併用不可）
③Wチャンスでお米
など嬉しい商品が当た
る！　他にも特典がい
っぱい。詳細はQRコー
ドで

特典いっぱいのクリーニングキャンペーン（６日～）

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

問合せ/
ホワイト急便本社

インスタグラムfacebook ホワイト急便 検索←
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熊本に春の訪れを告げ
る緑の祭典「第46回JA
植木まつり」が、1月22日
（土）から熊本県農業公
園カントリーパークで開
催します。
「春実感！ 春の息吹と大
地の香り」をテーマに庭
木をはじめ、鉢花・苗物、
庭園に加え、地域自慢の
特産物など多数出品！

第46回 JA植木まつり、22日から開催

問合せ
☎096-328-1157 
（JA熊本経済連内）
会場／合志市栄3802-4
農業公園カントリーパーク
開催時間／9:00～16:00
※駐車場2000台無料

JA植木まつり

店内営業は各店１月6日
（木）からスタート。今年
も天草の新鮮な海の幸
をご提供。真心込めた料
理とサービスでお客様満
足に努めます。正月料理
のお引渡しは12月31日
（金）～1月2日（日）は各
店にて、1月3日（月）のお
引渡しは「仕出しセンタ
ー」のみとなります

新年の店内営業は全店舗６日から！

営／11:30～14:30(14:00os）
17:30～21:30（21:00os）
※天草店は11:30～20:30
（20:00os）
休／水曜（12/29～1/5休）

薄場店　☎096-320-3277
南区薄場3-4-13
嘉島店　☎096-237-4501
上益城郡嘉島町鯰2796-1
光の森店
☎096-340-2888
菊池郡菊陽町光の森3-16-16
天草一号橋店 
☎0964-54-2505
宇城市三角町三角浦868-9

HPも
チェック↓


