新生活に向けた車の準

備︑まだの人はオートメ

●オートメッセ 益城熊本空港インター店

新車が

営業時間／10:00 〜19:00 火曜定休日

ッセへ急いで！

月々税込１万１０００円

〜リース可能︒
頭金ゼロ︑

車検・自動車税も込みと

りたい﹂という人は︑納

う れ し い 内 容︒﹁ す ぐ 乗

特定原材料等／卵、乳、小麦、大豆、
ゼラチン

車までの代車レンタルが

九州産のチーズを使ったきめ細やかなスポンジ
で、コクのあるチーズクリームをふんわりと
ロール。いちごの甘酸っぱさと相性抜群です。
しあわせのクローバーに願い事を託して…

無料︒さらに︑３月末ま

4月6日限定 毎月6日はKOBAIろーるの日

での契約でドライブレコ

長さ ㎝×高さ６㎝︒１２９６円
︵税込︶
日保ち 冷蔵で１日
11

ーダー︑カーナビなど総

お菓子の香梅

20

万円相当の特典も付

毎月６日が待ち遠しい

香梅﹁ろーるの日﹂︒４月

は︑淡い桜色が春の訪れ

を感じさせる﹁しあわせ

のろーる﹂です︒真っ赤

ないちごのそばには︑ひ

らひらと舞う蝶とクロー

バー︒その愛らしさに目

を奪われそう︒予約は香

梅各店へどうぞ︒

問合せ／白山本店

午前９時〜午後７時

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

春爛漫
「しあわせのろーる」

額

3月18日（金）〜 21日（祝・月）の4日間限定
おはぎの呼び名の由来には諸説あり、餅に餡をつ
けた姿が牡丹の花に似ているので、春のおはぎを
「ぼたもち」と呼ぶようになったとも。秋は「萩の
もち」と呼び分けていましたが、今では季節を問
わず「おはぎ」と呼ぶのが一般的になっています

いてきます︒リース終了

お菓子の香梅

後条件はＨＰへ︒

3種食べ比べ
「お彼岸おはぎ」
３個入 ４３２円・６個入 ８６４円
︵税込︶
日保ち１日 特定原材料等／大豆
︵きなこ︶

日︒香梅のおはぎは︑

18

今年の彼岸の入りは３

月

東の空が明るくなる頃に

仕上げる︑やわらかな出

来たておはぎです︒

土曜日
さらっとした口どけの

こし餡︑
上品なつぶし餡︑

香ばしいきなこ︑どれも

間違いのない正統派の味

わいです︒予約は最寄り

の香梅各店まで︒

2022年3月19日
問合せ／白山本店

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

午前９時〜午後７時

＜3＞

新車が月々1万1000円〜
オートメッセ

オートメッセ

熊本

検索 ←

試乗だけでも
お気軽に！

住所／上益城郡益城町広崎 1946-1
☎ 096（286）0080

●オートメッセ 城東 新車館
住所／東区石原町 85
☎ 096（380）7780

人気のN-Boxやハスラーなど多数！ ボーナス払い
の有無なども選べます ※基本7年契約
（84回払い）

暮らし応援 総合衣料品店。クーポンでさらに お得

早くも！ 春物セール30 〜50%OFF
キナッセ植木店・nable宇土店
新入学準備に

小学校制服各種

4月からメニューが進化。飲み放題付きの早割プランは6500円（税込）
シャツやスカート、ズボンなどサイ
ズ・素材ともに豊富に取りそろえ

好評につき蟹食べ放題が延長！ 春の宴に
ザ・ニュー ホテル 熊本

繊維総合卸業の老舗

リビング用品などの生活

くする︑フレグランスや

春を迎える準備は ＯＫ？ 新入学準備
から生活雑貨までまとめ買いを

﹁古荘本店﹂が運営する

います︒ぜひお気に入り

﹁キナッセ﹂﹁ネイブル﹂︒ 雑貨コーナーも登場して

の一品を見つけてみて︒

キナッセ植木店・ネイブル宇土店

２０２２年

読者限定 COUPON

ひと足早く︑春物セール

※クーポン画面提示＆税込1100円以上
購入に限る。他の特典との併用不可

が開催中！

春トレンドのパステルカ

％オ

ラートップスからボトム

％〜最大

スまで︑春物婦人服が通

常より

また︑新入学準備に必

フになっています︒

須の学生服やトートバッ

グ︑上履き入れなどの通

学グッズも勢ぞろい︒毎

5/8
（日）
まで開催 ※120分時間制（土日祝100分）
17:00 〜 21:30（最終入店20:00）
【料金／税込】※当日飲み放題は+1760円
大人………6050円 シニア……5720円
小学生……2750円 4歳以上 …1430円

50

Ｇｏｏｇｌｅ
Ｐｌａｙ

＆苺スイーツ

30

スマホアプリ「full shop」会員募集中！
初回登録時、500円クーポン進呈
Ａｐｐ
Ｓｔｏｒｅ

【ディナー】 蟹・寿司・牛ステーキ食べ放題

上履きや体操服バッグは、キャラクタ
ーものなどお子さんと楽しく選んで！

日の暮らしをちょっと良

Eat

まん延防止等重点措置期間中は︑午後８時閉店︵最終
入店７時︶︒酒類の提供は終日休止

※ディナーは臨時休業の場合が
あります。詳しくはＨＰで確認
ください
※「苺スイーツビュッフェ」開催
日 の デ ィ ナ ー は、18:00 〜 の
営業となります
※「早割プラン」は、前日までの
要予約・グループ全員利用・各
種割引対象外
※GoTo食事券は4/15まで

プチプラ春物トップス色々
華やかさと上品さを両方叶えてくれるワンピース
や、シャツが入荷。トレンドのカジュアルデニム
ブラウス（2900円）も割引&クーポンでお得

GoTo

ビーフステーキ＆握り寿司＆本格中華も

進学や新生活︑お花見

R4.3.16 〜 4.28まで

の代わりに⁝お祝いごと

平日のディナー料金が
通常の10％ OFF

現在開催中のフォンタ

「リビングを見た」の電話予約
orネット予約で

ナ名物〝蟹食べ放題〟の延

２時間飲み放題付き﹁早

リビング く〜ぽん
ザ・ニュー ホテル熊本 フォンタナ

長 が 決 定︒ ４ 月 か ら は︑ の 多 い 春 に ぴ っ た り の︑

蟹とビーフステーキ︑握

子どもから大人まで楽

しめるディナービュッフ

割プラン﹂もオススメ︒

ェでリフレッシュ！

り寿司に加え︑蟹のアマ

ッグコンフィなどの洋

トリチャーナやチキンレ

食︑点心や回鍋肉などの

予約・問い合わせ

☎０９６︵３２６︶５００２

王道中華もずら〜り︒

さらに旬まっ盛りの苺

を贅沢に使った︑季節限

定のキラキラスイーツも

好きなだけどうぞ︒

↑便利な
ネット予約は
こちら

レストラン フォンタナ

生活雑貨コーナーも要チェック！
※価格はすべて税込

キナッセ植木店

ネイブル宇土店

セール品もすべて会計から

住／熊本市北区植木町舞尾620
ショッピングプラザウェッキー 2階
営／ 9:30 〜 20:00、第3木曜休

住／宇土市善道寺町綾織95
宇土シティモール2階
営／ 10:00 〜 20:00、無休

※他の割引クーポンとの併用不可
※コピーでも利用可 R4.3.27まで

☎096（215）
3007

☎0964
（24）5880

レジにてクーポン提示で

さらに20%オフ！

