
2022年8月20日　土曜日　＜12＞～ S u mm e r  C o l l e c t i o n ～

・時間/10:00～ 17:00
・会場/阿蘇くまもと空港 国際線ターミナルビル他

９/１（木）～９/４（日）

空港マップ・駐車場（有料）情報→

９月1日～9月４日、空港で韓国旅行気分に！

　阿蘇くまもと空港で、韓国グル
メ・美容・エンタメが集まる「韓
国フェア」が開催！　チキンやハッ
トグなどの人気屋台グルメに、現
地でも定番のお菓子や食品、韓服

を着て記念撮影もできます。BTS
の弟グループ「TOMORROW X 
TOGETHER」がイメージモデル
を務める韓国コスメブランド「フォ
ーウル」も登場。お見逃しなく。

阿蘇くまもと空港

イ
ベ
ン
ト

☎096（232）2311

●チーズハットグやチュロス、ヤンニョムチキン
　などのキッチンカーが登場！
●9/3（土）・4（日）は韓国食品スーパー「イエスマート
　熊本店」も出店、食品やコスメなどトレンド商品充実

住所／上益城郡益城町
　　　大字小谷1802-2

＊イベント内容は予告なく変更となる場合があります。
＊新型コロナウイルスの感染状況次第で、イベン
　トが中止になる場合があります。
　開催中止の場合は、イベント前日までにHPに
　てお知らせします。

●韓国コスメブランド「FOREUL（フォーウル）」
のポップアップストア。熊本ではなかなか手に入

　らないアイテムを手に取って買えるチャンス

●韓服を着て記念撮影（女性・子ども）、伝統遊び体験も！
伝統文化

●TXT衣装展！ メンバーが実際に着用した衣装を展示
韓国アイドル

韓国「美・食・エンタメ」集合
アイドル衣装展示も

遊びや韓服など伝統文化も体験

美 容

グルメ

話題のコスメも！ ※写真はすべてイメージ

韓国フェア『가자！KOREA』
カ ジャ

８月の毎週土日に感謝フェア。日産の電動車を体感！

店頭試乗で、購入資金
10万円が当たるチャンス

即納できる新車車種もあり
ます。気軽に相談ください

　車の購入を考えている人に大ニ
ュース！　日産プリンス熊本販
売各店で、８月20日（土）・21日
（日）、27日（土）・28日（日）の２
週、「夏のお客様感謝フェア」を開
催。試乗体験キャンペーンのデジ
タルスクラッチで、抽選で100人
に購入資金10万円が当たります。
　モーターならではのパワーと
静粛性が特徴の日産電動車9車種

の試乗が対象。軽初の“100%電
気自動車”「サクラ」や、待望の
e-POWER搭載の「エクストレイ
ル」が揃っています。乗り心地の
良さ、ぜひ体感して。店舗ごとに
家族連れ向けのイベントも予定。
遊び感覚で気軽に来場を。

日産プリンス熊本販売

アクセルペダルの操作だけで加減速をコントロール
可能。カーブの多い山道や渋滞での走行でペダルの
踏み変えが無くなり、ストレスフリーに！

100%モーター走行なので、発進が驚くほどスムー
ズ。遮音性も高めているので、車内は圧倒的に静か。
赤ちゃんもすぐにスヤスヤと眠ってしまえるほど！

●進化したe-POWERで運転疲れを解消

●「本当に走行中?!」驚くほどの静かさ

「乗れば分かる！　日産の電動車のスゴさ」

８月20日（土）・21日（日）・27日（土）・28日（日）

購入資金が当たる！　体感試乗キャンペーン

車

日産プリンス熊本販売 検索←

住所／東区西原1-2-15
営業／10:00～18:00、火曜・第①②水曜休

10120・354・232
日産プリンス熊本販売 本社
販売店は県内11カ所！　試乗予約は最寄り店へ

本社HP

待望のe-POWER搭載で新登場
「エクストレイル」試乗できます

電気自動車になった日産の軽
「SAKURA」試乗できます

「ウチダ」は熊本市の空家バンク登録事業者です

お急ぎの人へ！
「不動産買取」という選択

　不動産の売却を考えているなら
「不動産買取」という選択肢があり
ます。創業31年、不動産のウチ
ダは戸建てやマンション、事務所、
土地…あらゆる不動産の取引実績
が豊富です。地元密着で安心感が
あり、顧客や不動産オーナーから
売りたい人や買いたい人の紹介が
多いのも信頼の証です。
　「不動産買取」の最大のメリット

は、スピーディーに売買が成立す
ること！　買い手を探すための広
告や販売期間が不要、即時に買取
価格を提示しすぐに現金化してく
れます。もちろん秘密厳守でお客
さんのプライバシーを守ってくれ
ますよ。また、税理士や司法書士な
ど各専門家とも連携。不動産を売
った場合の税金など、様々なアド
バイスを受けることができます。

不動産のウチダ

不
動
産

□□□□□□□□□□□□□□アットホームな雰囲気で相談しやすい

お悩みの不動産物件は
ウチダにお任せを！

●その不動産、ウチダが買取ます！

住所／東区秋津新町1-38
営業／9:00～ 18:30、水曜休
（社）全日本不動産協会会員、
熊本県知事許可（7）3400

☎096（368）7030
不動産のウチダ

□今の家を売って住み替えたい！
□売りに出しているけど…なかなか売れない
□相続した空き家の活用どうしよう？
□近所の人に知られずに速やかに売却したい
□老後の資金作りをしたい
□所有しているアパートの空室問題が心配

こんなお悩みはありませんか？

「買取相談」「査定依頼」すべて無料！
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至長嶺

炎天下での庭仕事はプロに任せませんか？

庭のあらゆる悩みを解決
おトクな「お試し」も！

ダスキン御領支店

ハ
ウ
ス

●9/30迄「1回お試し体験」特別料金

住所／東区御領6-7-47
営業／8:30～ 17:00、土日祝休　※料金は税込

☎096（380）9933 ℻  096（380）9009

申込み・問合せ

庭木の剪定や
草抜きもおまかせ

樹木は元気に、芝生は青々と！
全国展開「ダスキン」の年間管理で

　「ダスキン御領支店」では、9月
末まで「樹木のお手入れ」「芝生の
お手入れ」の1回お試し体験（新規
限定）が特別料金です！　庭木に
精通したスタッフが対応するの
で、大切な木に害虫が湧く、元気
がない、芝生の見映えが悪い…な
どの悩みも相談してみて下さい。
　そのほか、年3回の定期管理
による「雑草が目立たないサービ

ス」や、単発で依頼できる剪定・
草抜きなどのサービスも好評。い
ずれも見積無料、無料の庭診断も
実施中です。気軽に電話を。

●庭木の剪定
●雑草が目立たないサービス（年3回）
●草抜きサービス
●草刈りサービス
●防草シート施工サービス

悩みに合うサービスが多彩！

通常（年間サービス）
5500円～ /1回あたり

①樹木のお手入れ

3300円！➡
初回お試し料金

※お試し料金は家の敷地面積50坪以内。50坪超は別途見積

①②併用OK。樹木や芝生の状態により薬剤が使用でき
ない場合があるので、訪問時に確認を行います
※お試しは1世帯各1回限り、他割引との併用不可

通常（年間サービス）
5500円～ /1回あたり

②芝生のお手入れ

3300円！➡
※お試し料金は45㎡以内。45㎡超は別途見積。日本芝限定

初回お試し料金

厚生労働省の委託事業で正社員を目指せる！

「紹介予定派遣」で、
納得のいく仕事に出合う

　「紹介予定派遣」とは、約3カ月
の派遣期間を設けて、お互いの合
意を得た上で企業に直接雇用（正
社員・契約社員）される仕組みの
こと。人材派遣が初めての人、自
力で転職活動を行っていた人たち
から多くの反響をよんでいます。
　最大のメリットは事前に職場
の雰囲気や仕事内容が分かるこ
と。入社後のギャップを少なくす

ることができます。また仕事選び
のアドバイスや企業への条件交
渉、研修制度が利用できるなど
同社の手厚いサポートがあるか
ら安心。直接雇用を辞退したり、
企業側から断わられたとしても
他の求人を紹介してくれます。
　この取組みを行えるのは認定
された派遣会社のみ。熊本では限
られています。

アソウ・ヒューマニーセンター

人
材
派
遣

□□□□□□□□□□□□□□

●転職で失敗したくない
●派遣で働いたことがない
●初めての転職で、どう活動した
　らいいか分からない！
●ブランクがあるので、再就職　
　に自信がない…

そんな悩みがあるなら、下記まで気軽に問合せ下さい

●仕事を探しているあなたへ！

アソウヒューマニーセンター 検索←

住所／中央区上通町3-31肥後水道町ビル6階
営業／9:00～18:00、土日祝休
メール／kumamoto_haken@ahc-net.co.jp

☎096（323）1500申込み・問合せ

「求職活動を手伝ってほしい！」
そんなあなたはオンライン登録➡

3カ月間「派遣」で働くことで
自分に合った職場が見つかる！

正社員を目指す人に
お勧めの働き方


