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設計士と直接話ができ
る、ちょっと“カッコイ
イ”家づくり…。「友人の
ために」をモットーに、お
客様に寄り添ったお家づ
くりのお手伝いをさせて
いただきます。
無料相談会はほぼ毎日
開催！　保育士常駐です
ので、ご家族そろってご
来場ください

５日～、設計士とちょっと“カッコイイ”家づくり

住／熊本市南区
　　馬渡1-15-3-1階
営／10：00～20：00
休／水曜（12/28～
1/4休）

☎096-285-6580
相談会予約はHPから↑

爽やかでカッコよくキマ
ると好評。年齢・髪質に
合わせて仕上げてくれる
「イケメンカット」は、な
んと税込1200円！　髪
型をさっぱりさせて新し
い1年をスタートしませ
んか？　親子で来店する
人も多数。サンリブくま
なん近くの店舗まで気軽
にどうぞ

大晦日は午後３時まで、新年は4日より営業

営／9:00～18:45
※状況により時短・臨
時休業の場合あり
12/31は～15:00迄営業
休／月曜、第３火曜
（1/1～1/3休）
P／あり

☎096-370-7221

HAチョキチョキ
チョキチョキ カット専門 検索←

ハウスクリーニング技能
士の国家資格を持つプ
ロが在籍し、丁寧な対応
と仕上がりで定評のある
「Dr.住まいる」。エアコ
ン、換気扇、キッチン、バ
ス、トイレなど好きな場
所１カ所、通常１万～１万
5000円相当の掃除メニ
ューが初回限定で3000
円！　まずは電話を

新年は4日から。初回限定、お掃除１カ所3000円！

住／中央区本荘町720-1
隈部ビル2F
営／9:00～17:00　
休／日曜・月曜
（12/29～1/3休）※税込

Dr.住まいる熊本

0120・920・2531

Dr.住まいる ハウスクリーニング 検索←

イベント用品貸しま
す、設営します！　
大型、小型テントのレ
ンタル・販売、展示
会、各種神事・式典、
お祭り、スポーツイベ
ントなどの各種備品レ
ンタルから企画・運営
まで、幅広くお任せく
ださい

新年は４日から営業

☎096-324-3131
住／南区江越2-19-7
営／10:00～17:30
休／土日・祝日
（12/29～1/3休） 

フタバ九州（株）

富士フイルムビジネス
イノベーションジャパ
ンは地域の企業に寄り
添い、新しい価値を提
供してまいります。
「お客様を成功に導く
懸け橋」になることが
私たちの使命です。
本年もご愛顧賜ります
よう宜しくお願いいた
します

熊本のビジネスに革新を　新年は4日～

住／東区尾ノ上1-6-1　
営／9:00～17:40
休／土日祝（12/30～1/3休）
☎096-367-2220

●複合機活用などの
　ドキュメントサービス
●クラウドサービス
●セキュリティサービス
●マルチベンダーサービス
など幅広く対応します

https://www.fujifi lm.
com/fb/company/fbj

住／中央区下通1-7-27濱田ビル1階
営／10：30～翌2：00（日祝は～20:00）

12/31は～18:00　※1/1～3休

新年は4日から営業

私たちの使命
は、お客様に永
遠の価値をお
届けすることで
す。時計と宝石
ご購入は当店へ

☎096-223-5733

新年は4日から営業
お客様に一番近
い証券会社とし
て、地域経済・地域
社会の発展に尽
力してまいります

☎096-325-4141　FAX096-322-9090

商号等：大熊本証券株式会社　金融商品取引業者 九
州財務局長（金商）第1号　加入協会：日本証券業協会

 住／中央区下通1-7-19
営／9:00～17:00、土日祝休（12/31～1/3休）

洋装のタバラ

住／中央区上通町4-16
問／9:40～18:00　休／1/10・24（12/29～1/3休）

ミセス向け婦人
服の販売や、熊
本では数少ない
服地も取り扱う
お店。新年も素
敵な装いを

初売りは４日から

☎096-352-2857

4日、新卒企業説明会

「2024くまも
と合同企業説明
会」開催。県内の
優良企業20社
が出展。熊本での
就活はここから！

日時／1月4日（水）12:00～17:00
会場／くまもと県民交流館パレア9階・10階

問合せ☎096-359-3412※12/24～ 1/3休

※参加無料、詳しくはHPをご覧ください

住／上益城郡益城町古閑127（輸送団地内）
営／8：00～17：00　休／日曜（1/1～3休）

一般輸送、物流
管理、常温輸送
から冷凍冷蔵輸
送まで、さまざま
なニーズに応え
てまいります

新年は4日から営業!

10120･286･750

物流

物流
総合物流事業のエキスパート

住／中央区上通町3-31肥後水道町ビル6階
営／9：00～18：00　休／土日祝（12/30～1/3休）

熊本で派遣・転職
なら水道町のア
ソウにお任せを！ 
1/22に合同面
談会も開催。詳細
は17pへ

4日～。仕事探しはココ

☎096-323-1500

0120・22・00151

熊本市全域に大型分譲
地を始めとした選りすぐ
りの土地と、モデルハウ
スや建売住宅を取り揃え
ております。2023年、私
達と一緒に素敵なお家造
りを始めませんか？　ま
ずは1月から、東区保田
窪に大型分譲地がオープ
ン致します！　詳しくは
右QRをご確認ください

5日から営業！ お気軽にお問い合わせを

住／南区薄場1-15-16　営／ 10:00 ～ 18:00
休／水曜（12/28 ～ 1/4休）

ホームページへ↓

・東区保田窪3丁目
・南区合志/白藤
・南区平田2丁目
・西区城山半田　

当社分譲地
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虫歯や歯周病の一般的
な治療はもちろん、イン
プラントや矯正治療、ホ
ワイトニングなどの自由
診療も行っております。
抜群のチームワークで、
皆さまの歯の健康を全力
でサポートいたします。
事業継続拡張中のため、
歯科衛生士を随時増員
中です！

新年は５日～診療。お口の健康・笑顔のために

住／南区田迎3-2-1
診療／9：00～13：00、
　　　14:00～17：30
休／木曜、日曜、祝日
（12/29～1/4休）

☎096-379-1717

診療科目／歯科・矯正歯科・小児歯科・
　　　　　歯科口腔外科

エクセル歯科医院

新しい年の幕明けは保険
に関するお悩みや不安事
を解消しませんか？ 保
険は加入したら安心では
なく、定期な見直しが必
要！ 専門知識を持つスタ
ッフがお客様に必要な保
険をサポート致します。
土日祝も営業、キッズス
ペース完備、相談はいつ
でも無料です

今年は保険の事から始めませんか！ 新年は5日～

住／南区江越1-1-5-1階
営／ 9:00 ～ 18:00、予約優先　P／あり

休／無休（12/29～1/4休）

募集代理店

10120･198･466

サンリブ
くまなん

白山通り
TSUTAYA

キタムラ

■

■

■

JR平成駅

平
成
大
通
り

至東バイパス

国
道
３
号
線

ホームページも
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1月5日（木）10時より
11日間（1月10日は休
み）、新春初売りイベント
を開催します。査定・試乗
でもらえる福袋プレゼン
トや日替特選中古車な
ど、初売りだけの豪華特
典が満載。「新型クラウ
ン」や「新型シエンタ」な
ど、人気の車種も試乗で
きます！　詳しくはＨＰで

イベント情報はこちら

5日から営業。5日～15日に初売りイベント開催！

熊本トヨタ 検索←

住／南区日吉2-10-1　
営／10:00～18:00
休／第1・第3月曜
　　毎週火曜
　  （12/29～1/4休）

10120・011840

各メーカー特約店として、
年間100～150隻販売い
たしております。
YAMAHA・NISSAN・
SUZUKI・HONDA・
TOHATSU・ベイライナ
ー等カートップボートか
らクルーザーまで、あらゆ
るボートを取扱いしてお
ります。 是非一度ご来店
ください

新年は5日（木）から通常営業いたします！

大矢野マリーナ 検索←

住／上天草市大矢野町中
10789-1
休／水曜（祝日の場合は
営業、翌日振休）・第2火曜
（12/31～1/4休）

☎0964-59-0145

シーズン
（4～10月）

オフ
（11～3月）

平日

土
日祝

8:30～
17:30

8:30～
17:30
7:30～7:30～

6:30～ 7:00～

「今年も車のことは私た
ちにお任せください！」
1/7（土）～15（日）、あ
なたにピッタリなモビリ
ティに出会える「新春初
売りフェア」を開催。「ノ
ア」や、「ヴォクシー」、
「ハリアー」など人気車
種が勢揃い。初売りだけ
のお得な特典も盛りだ
くさんです！

新年は5日から営業。7日から「初売りフェア」

住／南区十禅寺2-2-5
　 （3号線沿い）
営／9:30～18:00
休／火曜・第1月曜・祝日  
　　※一部祝日除く
　  （12/27～1/4休）

10120･921･511

熊本トヨペット 検索←

家計や保険に関する悩み
は、皆さまの人生に寄り
そう保険代理店「Coco. 
Life（株）」に相談くださ
い。お客様のライフスタ
イルに合わせた保険商品
をご提案致します。
保険の見直しや個人年金
の相談、住宅ローンや投
資信託の取次ぎもお任せ
ください！

営業は５日～、新年もよろしくお願い致します

住／菊池郡菊陽町
　　光の森7-51-7-101
営／9:00 ～ 18:00
休／不定（12/30～1/4休）

Coco. Life（株）
☎096-233-5678


