
2022年12月3日　土曜日　＜34＞
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12月9日（金）

※紙面体裁変更により、BS番組表を休止させていただきます。
※局の都合により、番組内容、放送日時などが変更になる場合があります。

12月4日［日］休日当番医熊本市

立本歯科医院
島崎4丁目

歯
（夜間のみ） ☎（325）1613

眼 なかくま眼科
三郎2丁目 ☎（277）6688

内･小 中嶋内科
硯川町 ☎（245）0005

耳鼻咽喉 東家耳鼻咽喉科医院
植木町舞尾 ☎（273）1111

内･循 赤坂クリニック
新外3丁目 ☎（367）6980

泌･内･皮 武藤泌尿器科クリニック
東野2丁目 ☎（365）0511

内 聖ヶ塔病院
河内町船津 ☎（276）1151

ひまわり歯科
武蔵ヶ丘1丁目

歯
（昼間のみ） ☎（337）7727

●診療時間　午前9時～午後5時
●歯科の診療時間
　昼＝午前10時～午後4時
　夜＝午後6時～午後11時★新型コロナウイルス感染症対策のため、受診する前に必ず

医療機関に電話でご相談下さい。
★医療機関は急遽変更になることがあります。事前に電話で確
認して下さい。受診の場合は保険証を持参して下さい。ない
場合は自費診療となります。

情報提供／熊本市、熊本市歯科医師会

最新情報は、熊本市ホームページの
「休日当番医」で確認できます

熊本市

小 瀬口医院ささ小児科
白藤2丁目 ☎（357）9475

婦 さかぐち女性のクリニック
帯山3丁目 ☎（382）3600

循･呼･
消･内

村上内科循環器科医院
本山4丁目 ☎（353）6201

内･小 おおゆみクリニック
楡木2丁目 ☎（339）3066耳鼻咽喉 ほんだ耳鼻咽喉科医院

新南部3丁目 ☎（213）1008

内･胃 竹下内科医院
大江5丁目 ☎（211）5171

整 中村整形外科
池田2丁目 ☎（323）7770

韓国のセレクトショップ「OZ Shop」がNEWオープン！
お得なSALEやキャンペーン情報など各店の
わくわくニュースもお届けします

上益城のいいものを集めたマルシェを
開催。ギフトシーズンにぴったりの逸
品にも出合えるかも！ 御船町・嘉島町・
益城町・甲佐町・山都町の5町からなる
上益城地域は自然に恵まれ中心市街
地にも近い“ちょどいい田舎”。上益城
の魅力がギュッと詰まった1週間です

12.6（tue）~12.12（mon）
時間／10：00～17:00
会場／1階 POP-UPスペース
主催／上益城地域観光推進協議会

かみましきマルシェ

発売記念イベントでは購入者限定で、まさやん
＆糸永アナウンサーのサインがもらえるかも?!
※詳細は番組ＨＰや熊本三年坂ＨＰでご確認ください

12.10（sat）販売START
販売店舗／熊本県内のTSUTAYA11店舗

会場／蔦屋書店 熊本三年坂
12.11（sun）発売記念イベント

エスティックTBC
お問合せ ☎096-352-2311

お問合せ 0800-111-1111

東京美容外科 熊本院
お問合せ 0120-658-958

【全身１１カ所から選べる脱毛体験コース】

キャンペーン期間までに入学すると通常
11,000円の入学金が5，500円、2023
年３月までの月謝授業料が10％オフ！　
※特典の適用には条件があります。詳細はお問
合せください

キャンドゥオリジナルデザインのディズニー
グッズを発売！ 大人も使いやすいシンプル
なデザインで、雑貨・ランチ用品・衛生用品・
文具など幅広いアイテムを取り揃えました

1F 3F

MEN’S TBC
お問合せ ☎096-312-02113F

3F 3F

冬もキレイをさぼらな
い。ムダ毛のないツルス
ベ肌へ
※初回限定、お一人様
いずれか１カ所、１回限り

初回
特別価格→ （税込）

（税込）

ヒゲ脱毛（顔・首）で
第一印象を変えよう！
※初回限定、お一人様１回限り、
１８歳以上から利用可能

【ヒゲ脱毛体験コース】

「東京美容外科」はおかげ様で
開院から20周年を迎えました！

初回
特別価格→

営業時間／10：00～20：00 ☎096-276-6126

RKKテレビ
『水曜だけど土曜の番組』
「土曜のカレンダー2023」
TSUTAYA店頭でも販売開始!

1,000円

1,000円 入学金半額＋月謝授業料10%OFF

【先着順！ 新年度スタート生受付開始】
キャンペーン期間／12月27日（火）まで

【熊本院のおすすめ施術メニュー】

（さらに年度内スタートの方）

OPEN記念! 9日・10日・11日
3日間限定!!

       プレゼント!!
\1000円以上お買い上げの先着100名様に
トレカ＆ボンボン

セット or BTS HotBrew
ランダム 1本

大人気!

話題の韓国コスメ
大人気!!お菓子

K-POPアイドルグッズ
カラコン etc

韓国の制服レンタル韓国の制服レンタル
メンズサイズ、子供サイズもあります!

１２月のNEWSカリーノ下通

あの「OZ Shop」が
12月9日（金）

カリーノ下通2階に登場！

光治療 全顔１回……… 20,000円

二重顎ハイフ………… 20,000円
目の下のクマ取り……200,000円
埋没二重＋ヒアルロン酸
＋ボトックス注射……200,000円

しわ取り注射 ３カ所… 20,000円
（額・眉間・目尻・顎）

※料金はすべて
　自由診療・保険適用外、税込
※上記施術金額は2022年12月30日まで　

果肉入り
ジュ―ス!

人気グループ
のトレカ

ＧＥＥＫ
お問合せ ☎096-324-0067

キャンドゥ
お問合せ ☎096-276-62082F 2F

期間／12月1日（木）スタート
WINTER SALE!

当店平常価格より

30%OFF
衣料品

2BUY
当店平常価格より

10%OFF
コスメ

2BUY

「まいにちに発 見を。」

※営業時間の詳細はHPをご確認下さい　※価格はすべて税込みカリーノ下通 ☎096-322-4141
住所／熊本市中央区安政町1-2　

※写真はイメージ

お問合せ ☎096-212-9111
10：00～22：00 一部店舗を除く
無休（1/1休） 




