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年始の営業日をCheck!

年始の営業日をCheck!

1月8日9:15から45
分ごと7回（各12組）の
予約制でたこ作りに挑
戦（材料費300円）。さ
らに11:30～・14:00～
「たこあげ大会」を行い
ます。大会への参加は、
予約なしで持参のたこで
もOK。広い芝生公園で
のびのびたこあげ。アイ
デア賞等も授与します

新年は4日から。8日は「新春たこあげ大会」

☎096-248-7311
住／合志市栄3802-4
営／9:00～17:00
休／火曜（12/29～1/3休）

カントリーパーク 検索←
※入園料は大人100円、
　高校生以下無料
※価格はすべて税込

↑インスタで
情報配信中！

自然の素材美とモダン
のクロスオーバーデザイ
ン。縦横に広がる41帖の
ＬＤＫと、半戸外のダイ
ナミックラナイを大開口
でつなぎ、“自然との一体
感”を日々の暮らしの中で
享受できるモデルハウス
「グランフリー」。高断熱
住宅の全館空調による
24時間快適な住まいです

空間を開放し、心を“解き放つ”家。新年は3日～

熊本インターモデルハウス
／東区御領6-8-1「熊日RKK
住宅展」内
営／10:00～18:00 
※12/26～1/2休

1 0120･47･2424 三井ホーム 検索←

↑来場予約はこちらから

住／北区植木町舞尾589-1
営／9:00～18:00
休／不定休（12/28～1/3休）

「新春塗装キャンペー
ン」を開催！　通常15
～30万円の足場代が０
円、高圧洗浄が０円、さ
らにリビング読者様には
通常料金から10％割引
いたします。
塗料の質にこだわり、遮
熱塗装と完全防水塗装
を標準使用。見積無料、
まずはお電話ください

4日より営業、足場代0円＋高圧洗浄0円

ウィズホーム 植木 検索←☎096-288-1965

時間無制限・食べ
放題でいちご狩
りが楽しめます。
完全予約制、問合
せは電話にて　
※持ち帰り不可

住／玉名市横島町横島  
　　1716
営／9：00～18：00　
休／無休（1/1休）

☎0968-84-3700

新年は２日から営業

玉名市ふるさとセンター
Y・BOX

【料金】12月～3月
小学生以上
　 …………1600円
未就学児……500円
3歳以下…… 無料
※税込

住／東区若葉1-35-18
※年末年始の休みは
店舗により異なります

楽しく便利にお
買い物ができる
健軍商店街へ、 
お気軽にお越し
ください

新春の売り出し3日から

☎096-368-7312

健軍商店街 検索←

健軍商店街振興組合

江津本店
清水店
南高江店

営/10:00～18:30

県下10店舗！ 合
同新春初売りは
3日から。売り切
れ御免の大特価
でご奉仕します。
お近くの千寿へ！

千寿全店３日～初売！

10120・928・824
10120・080・297
10120・038・824

※12/30～1/2休

TKU住宅展示場「住まい
ランド」は1月4日（水）か
ら営業します。
4日～6日は、先着でお楽
しみ福袋をプレゼント。
7日～9日は、新春イベン
ト！　豪華賞品が当たる
お年玉BIG抽選会に、開
運招き猫ふわふわも登
場。おいしいグルメも要
チェック。詳細はP28へ

4日から営業、豪華景品が当たる抽選会は7日～

住／北区室園町847（国道３号線沿い）
営／10：00～17：00 （総合案内12/27～1/3休） ☎096-343-9516

●福袋　●抽選会
●日替りキッチンカー
●招き猫ふわふわ
●焼き芋プレゼント
●和菓子店虎之助
　ぜんざい（7日）

「ピュアレストQR」
・普通便座とのセット
…7万9800円
・袖リモコン
　ウォシュレット付き
…10万4800円

旧年中はご愛顧
を賜り、誠にあ
りがとうござい
ました。本年も、
弊社へお任せく
ださい

住／中央区本荘町
　　678-1-1F
営／9：00～18：00　
休／不定休
　（12/29～1/3休）

☎096-288-0609

新年は4日（水）から営業

 熊本ホーム設備

※税込

熊日RKK展示場
も２日からオー
プン！　価値ある
住まいづくりを
提供、ご来場お待
ちしております

住／南区馬渡2-9-16　営／9：00～18：00
休／火・水・第1日曜（12/27～1/４休）

☎096-370-0330

TKU住まいランド2日～

ミサワホーム 検索←

2022年も大変お世話
になり、ありがとうござ
いました。
各企業・代理店及び地方
自治体の配布物やパッ
ケージ加工のことなら
弊社へ。ぜひお気軽にご
相談ください!　FMK
ラジオCMも放送中！　
2023年もどうぞ宜しく
お願い致します

新年は4日から営業致します

住／東区上南部2-6-85
営／9：00～17：00
休／12/30～1/3
http://sakura-ds.jp

☎096-285-5980
株式会社

さくらデータサービス

公益社団法人熊本県防犯協会連合会加盟
全省庁統一入札資格 認定事業所

☎096-354-3110

新車・中古車ご成約の方
には選べる豪華肉ギフ
トを進呈。さらに高級旅
館やホテルのペア宿泊
券が当たるWチャンス
もあります！　（抽選で
23名様）
その他特典いっぱいの
大初夢フェアにぜひお
越しください

4日（水）～9日（祝・月）「大初夢フェア」開催

住／南区平田2-8-70
営／10：00～1８：00
休／火曜・第1・第3月曜
※12/29～1/3休

熊本ダイハツ販売 検索←

フ
ェ
ア
の
詳
細
は

こ
ち
ら

在宅就労支援事業団 検索←

通常の事業所にて雇用さ
れることが困難な障害が
ある方、難病がある方々
に対し、生産活動などの
機会の提供、知識及び能
力向上のために必要な訓
練などを行うサービスで
す。サービスを通じて必
要な知識や能力が高まっ
た方は次のステップ雇用
型への移行を目指します

就労継続支援B型（非雇用型）新年営業４日～

住／東区神園1-6-20
営／10：00～17：00
休／土日祝
※12/29～1/3休

在宅就労支援事業団
就労継続支援B型事業所
サテライトセンター

☎096-237-6648

●主な仕事内容の一例
・宛名書き（毛筆・ペン）
・PCデータ入力
・封入作業
・検品作業
・PC採点業務
・ポスティング・DM配布

在宅就労支援事業団 検索←

心身障がい者やその家
族、子どもが小さく外で
働くのが難しい在宅就労
を希望している方々を支
援しております。九州で
最初に厚生労働大臣か
ら在宅就業支援団体の
登録を受け、事業主と障
がい者との橋渡しをして
います。PCデータ入力・
PC採点業務募集中

在宅就労を支援致します。新年営業は4日～

住／東区下南部1-1-72
営／10：00～17：00
休／土日祝
※12/29～1/3休

在宅就労支援事業団
☎096-213-0701

●主な仕事内容の一例
・宛名書き（毛筆・ペン）
・PCデータ入力
・封入作業
・検品作業
・PC採点業務
・ポスティング・DM配布

住／南区川尻2-5-1　 
営／10:00~19:00
休／不定
（12/31~1/2休）

☎096-357-9852

新築・リフォーム
&木の学習机フ
ェア開催。ご成約
のお客様に木の
小物＆デスクマ
ットプレゼント

新春フェア3日～31日 

ワイズデイ 検索←

換気が良い焼肉で新年
会を！ 大満足の食べ放
題は元気カルビは3日
（火）から、満腹コース
4750円～。馬刺しや黒
毛和牛カルビのスペシャ
ルコースは5980円。
ぱいんひるの食べ放題
は5日（木）から、男性
5445円・女性5170円
（平日限定）です　

焼肉元気カルビ・ぱいんひるは3日から！

住／中央区九品寺6-9-39
営／17:00～23:30
（土日祝日は11:30～、
　15:00～17:00は休）
※価格は税込（12/31・1/1、2休）
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☎096-366-5711
住／北区山室5-7-27
営／17:00～23:30
（土日祝日は11:30～、
15:00～17:00は休）

☎096-343-9750
焼肉屋 元気カルビ 焼肉ぱいんひる

電気は「買う」から「創る」時代へ！ 新年は4日～
「もっと光熱費を抑えた
い」とお悩みなら、一度
弊社へご相談ください。
太陽光発電システムほ
か、V2H、電気自動車の
中古販売など、再生エネ
ルギーのありとあらゆる
販売・施工を自社一貫で
行っています。お客様を
豊かにすることが私たち
の使命です！

住／南区城南町今吉野
1295
営／9：00～17：00、日祝休
（12/28～1/3休）

0120・930・2011

太陽光に関するこ
と、なんでも気軽に
お問合せください！

LINEで
相談⇒

無病息災を祈念して正月
に飲む大福茶、年賀のご挨
拶にいかが？　受験生に
とっては正念場。体調管理
や暗記物、上質な睡眠に役
立ちます。生姜紅茶は冷え
や感染予防にも。右記QR
のツクツク堀野園ショッ
プでメルマガ会員になる
と、上通店で緑茶１杯無料
クーポンを進呈！ ※税込

初売りは4日～。お年賀のご贈答に大福茶を

住／中央区上通7-10
営／11:00～19:00
休／火曜（12/31～1/3休）

☎096-355-1100

本店
☎096-343-9268

茶以香（上通店）

住／北区高平3-34-13
営／9:00～18:00
休／日祝（12/31～1/3休）

左／「合格茶」106g 通常1296円が777円
右／「生姜紅茶（リーフタイプ）」50g 540円
　　※ティーバッグもあり

仏教の教えに基づいた
保育で、「心身のバラン
ス」「仲間への思いや
り」「感謝の気持ち」な
ど、成長に欠かせない
大切なことを学んでい
きます。七夕や節分など
の年間行事に加え、英
会話・囲碁教室など楽
しい取り組みも満載。
園内見学はお気軽に！

入園願書受付中、新年は4日から
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住／南区近見2-7-2
営／9：00～14：30（受付8：00～18：30）

休／土日祝（12/29～1/3休）

☎096-354-1168


