はじめもち

月替わりで毎月１日だ

師走の初餅「あわ餅」
お菓子の香梅

旅行企画・実施 ／ TKUヒューマン

チャールズ・ディケンズ

イギリスの国民的作家

公演当日の宿泊と前日

きつけられる舞台です︒

演出に︑観る人の心を引

豪華な２日間限定ディナー付き

の名作﹃クリスマス・キ

ャ ロ ル ﹄ を 原 作 に し た︑ の宿泊を選べるホテルプ

テルキャッスル︒夕食の

ランで︑宿泊先は会場か

クリスマスディナーはフ

ミュージカル鑑賞チケッ

舞台俳優としても歌手

レンチ・イタリアン・中

分圏内の熊本ホ

としても精力的に活動を

華から選べます︒１泊２

ら徒歩

する吉田栄作︑早見優な

日ゆったり過ごせてこの

ト付きの豪華ツアー︒

ど︑一流のキャストが集

値段はお得です！ 大切

10

読者限定 COUPON
アネシス 【クーポン提示で】
来場予約・アンケート記入が条件

※先着10組限定、
〜R4.11.27まで

モデルハウス
見学祭の予約
・詳細はコチラ

会場／市民会館シアーズホーム夢ホール
（中央区桜町1-3）※未就学児は入場不可

①泊…3000円分地域クーポン付
②泊…1000円分地域クーポン付

れに︑地域限定クーポン

件は異なります︶！ こ

月 日宿泊分まで︒お急ぎを！

市内中心部ホテルに泊

R4.11.23 〜 12.15申込みまで
（先着30人限定）

ももらえる大満足のプラ

「旅の宿」温泉入浴剤
プレゼント

まれるグルメプラン︒夕

読者限定 特典

12
20

4600円

こちらから
※ABともに、月〜金泊は3000円分、 も申込み
土泊は1000円分の地域クーポン付与 できます⇒

「リビングを見た」
のツアー申込みで

ンです︒

5700円

食は︑和洋中・焼肉と幅

6900円

広いジャンルのお店か

実質支払額

20

日宿泊分

5000円

12

利用は 月

実質支払額

１万6500円

まで︵その後︑延長され

１万4500円
通常料金
3800円
くま泊割引額
全国旅行支援
5000円

通常料金
くま泊割引額
全国旅行支援

ら︑申込時に好みをチョ

宿泊先 B :２人１室
熊本ホテルキャッスル
orダイワロイネットホテル熊本

る 場 合 も あ り ま す ︶︒ お

※RIN SYANの飲み放題付コースイメージ

イスして︒街なかで食通

＊❶❷❺は1ドリンク
付き、❹❼は飲み放題
付き、❽はドリンク2
杯付き

得 な 今 が チ ャ ン ス で す︒

LDK＋タタミコーナーで20帖越え、
吹き抜けで日当たり◎

1万1500円

洋食 ❶びすとろルポ
❷ボンジュール
❸ボナペティ
和食 ❹未ら来る
❺肥後の陣屋
❻佳昇
中華 ❼RIN SYAN
焼肉 ❽上田屋

宿泊先 A:１人１室
GRホテル（銀座通or水道町）
orグリーンリッチホテル水前寺
or同等クラス

【合志みなみプレイス西６-21号地】

5000円

実質支払額

【 選べる食事どころ 】

■旅行代金（1人・税込）

【東区健軍】

全国旅行支援

にも定評があり︑どれも

【東区・健軍２号地】
健軍小・湖東中校区
ビルトインガレージでDIYや車のメンテナンスなど趣味時間充実！

12月17日
（土）開場12:30 開演13:30

早めに申込みを︒

※左はポスターイメージ

● ミュージカル『クリスマス・キャロル』

間違いなしですよ︵店舗

❷新価格物件も登場！
家具付き・即入居
可物件も。詳しく
はQRから確認⇒

【１泊２日】①12/16
（金）②12/17
（土）

■旅行代金（1人・税込）
【 選べる夕食どころ 】
宿泊先 : 熊本ホテルキャッスル（２人１室） ❶七彩 ❷桃花源 ❸ボナペティ
❹MIYAMOTO antica
2万1500円
通常料金
locanda（12/16利用のみ）
5000円
くま泊割引額

によりドリンク付きの条

❶最大100万円の補助が
受けられる「こどもみらい住宅
支援事業」対象物件が多数！

『クリスマス・キャロル』鑑賞（S席）
＆宿泊＆ディナー＆県内周遊プラン

七彩のディナー
コースイメージ

JCBギフトカード
１万円分プレゼント

好評開催中、秋のモデルハウス
見学祭は、お得情報が満載！

【合志みなみ】

結︒どの世代でも楽しめ

県内の各人気エリアでアネシスの家づくりを体感できる
「モデル
ハウス見学祭」はいよいよ27日まで！ Ⓐビルトインガレージ付
きの健軍２号地は、２階リビングのブルックリンスタイル。市電
まで徒歩２分の立地です。Ⓑ合志みなみの西6-21号地は玄関→
水回り直通、分散収納の家事ラク動線。ほか、坪井や長嶺、宇土な
ど物件が目白押し。
さらに詳しい情報はＱＲから確認できます。

☎096（388）1822
営／9：00〜18:00、水曜休
住／東区長嶺南８-８-55
国土交通大臣（２）第008981号

な人と一緒に︑特別な時

アネシス

る王道ミュージカルなら

豪華来場特典は今週末まで！ モデルハウス見学祭

検索 ←

TKUヒューマン

間を過ごしませんか？

特定原材料等／乳、大豆

熊本市内宿泊＋県内周遊＋グルメプラン
ではの華やかさとオリジ

※予約はお早めに。最寄の香梅各店へ

もちもちとしたコシのあるお餅にプチプチの
食感が絶妙のハーモニー。香ばしいきな粉の
味わいと一緒に、じっくりお楽しみあれ

お得なこの機会をお見逃しなく

ナリティ溢れる迫力ある

「初餅」は、毎月1日の数量限定販売です

全国＆熊本市のW助成！

※写真はポスターイメージ

１箱６個入り７５６円
︵税込︶
※日保ち １日

けに販売される︑香梅の

初餅︒今年の締めくくり

は︑あわ入りのお餅で甘

土曜日
さ控えめの小豆つぶし餡

食物繊維やビタミンＥ

を包んだ
﹁あわ餅﹂
です︒

が豊富な
﹁あわ﹂
は︑昔か

ら五穀の一つとして大切

にされてきました︒健康

志向の人にもお勧め︒

2022年11月26日
問合せ／白山本店

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

午前９時〜午後７時

＜3＞

【共通】県内周遊プラン（下記より選択）
❶合志市の生産者直売所「クラッシーノ・マルシ
ェ」
で使えるお買い物券1000円券進呈！
「フジチク」
❷菊陽・馬刺しと黒毛和牛の専門店
または、牧場直営 焼肉
「ふじの蔵」
で使える
1000円分クーポン進呈！

【申込み・問合せ TKUヒューマン】10:00 〜 17:30、土日祝休

☎096(359)3488 {tour@tkuhuman.co.jp

熊本県知事登録旅行業 第2-232号 住／北区徳王1-6-52TKUぷらざ２階
全国旅行業協会会員、総合旅行業取扱管理者：西恵津子
【共通】◎最少催行人員／ 2人 ◎食事／夕１回 ◎添乗員／同行なし
※「全国旅行支援」、熊本市観光助成金「くまなく、くまもと。おトクにくま泊！ キ
ャンペーン」を適用、当日ワクチン３回接種済証or検査結果（陰性）および身分証明
書を提示、旅行後アンケート協力が必要

