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【 循･内 】
きはら循環器科内科
黒髪1丁目 ☎（343）0511

【 内･外 】
大塚病院
植木町豊田 ☎（272）0159

【 耳鼻咽喉･アレ 】
城山耳鼻咽喉科
城山大塘1丁目 ☎（329）0888

休日在宅医
4月3日［日］

【 産･婦 】
伊井産婦人科病院
大江本町 ☎（364）4003

【 内 】
前田胃腸科・内科クリニック
長嶺南1丁目 ☎（386）8686

【 外 】
えず総合診療所　きむら・きたに
・よこやま・えがしらクリニック
画図町重富 ☎（214）8787

【 整 】
おおつか整形外科
御領2丁目 ☎（388）1577

【 歯（昼間） 】
やけいし歯科
龍田1丁目 ☎（338）7018

【 歯（夜間） 】
くろいわ歯科医院
佐土原2丁目 ☎（234）6302

【 眼 】
すみれ眼科クリニック
鳶町2丁目 ☎（320）2333

【 小 】
みらい小児科クリニック
新大江1丁目 ☎（361）3939

★受診する前に、必ず医療機関へ電話で確認の上お出かけ
下さい。　　　　他、診療時間・注意事項の詳細は28Pへ

水前寺公園

【 胃･内 】
小山胃腸科内科クリニック

☎（381）7273

【 胃･内･消･肛 】
城北胃腸科内科クリニック
高平3丁目 ☎（341）5050

【 内 】小野･出来田内科医院
横手1丁目 ☎（355）7532

【 泌･内･皮 】
武藤泌尿器科クリニック
東野2丁目 ☎（365）0511

5.28土 29日・
出店者大募集！

★会場グランメッセ熊本 益城熊本空港
インターそば

主催／熊本リビング新聞社

●実店舗が無くても、SNSなどで商品を販売さ
れている方はプロ出店となります。区分など詳
細は、ホームページでご確認ください。
●プロ、アマの小間は土間渡しです。設置物、
ディスプレイなどは各自で用意してください。
※お申し込み時点で枠が終了している場合は、
キャンセル待ちとなります。ご了承ください。
●お申し込みされた方の個人情報は本フリー
マーケット出店の連絡、確認、資料送付のみに
使用します。
●一旦ご入金頂いた出店料を払い戻しするこ
とはできません。

出店区分

出店内容

出店料

小間面積

アマ（一般・個人） プロ（業者・生産者）
家庭内の不用品、趣味の収集品、手作
り品、似顔絵等のパフォーマンス等

仕入れ品、生産・加工品の販売。
飲食での出店はできません

5月28日（土） 3700円（税込）

（税込）
5月29日（日） 3700円（税込）

5月28日（土） 1万5400円（税込）
5月29日（日） 1万5400円（税込）

2日間出店される方へ…「両日出店割引」がおトクです！
6400円(両日）（税込） 2万9700円(両日）（税込）

1小間：2ｍ×2ｍ 1小間：2ｍ×4ｍ

画面の指示に従い、必要事項を入力ください
※アマ出店の場合は1日1小間までとさせていただきます。

お待たせしました。フリーマーケット復活!!

おうち時間で
出てきたモノを
次の人に

バトンタッチ！

サステナブルな
社会に

しなきゃね♪

問合せは リビングフリーマーケット出店事務局 096-223-7004（事務局直通）Tel.

HP
リビングフリマバナーから申込みフォームへ検索リビングくまもと

https://mrs.living.jp/kumamoto/

10:00▶16:30
29日（日）は16:00まで
入場料／おとな500円（中学生以上） 
　　　　こども無料（小学生まで）（税込）

県内
最大級

お申込みは
こちら！

2022
5月

SDGsにも
なるよ

ホームページからの受付のみ
お申し込み

方法

※天災や感染症まん延防止の観点から中止となる場合がございます


