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新春情報BOX 年始の営業日をCheck!

熊 日 R K K 住 宅 展と
KKT展示場では、先着
20名様に「福袋」をプレ
ゼント！　さらに来場予
約でうれしい特典もあ
り。詳しくはホームペー
ジをご確認ください。
県内各エリアの土地探し
や、ライフプランニング
をいたします。お気軽に
近くの展示場へ

熊日ＲＫＫ・ＫＫＴエコラス展示場 6日ＯＰＥＮ

東宝ホーム 検索←

●熊日RKK住宅展
     ☎096-388-1140
　東区御領6-8-1
●KKT総合住宅展示場
　エコラス
     ☎096-288-5960
　南区島町4-1

営／10:00～18:00
休／火・水曜（12/27～1/5休）

ＱＲから
来場予約
ＯＫ！

住／南区江越1-6-5
営／9：00～18：00

休／水曜（12/28～1/5休）
http://www.soradesign.biz/

新年は6日から

理想の住まいが
カタチになる家
づくり。お気軽に
お問合せくださ
い。今年も宜し
くお願いします

☎096-288-9801

住／東区新南部6-3-125　営／10:00～18:00
休／第1月曜、毎週火曜（12/28～1/5休）

新春恒例のお得な初売
りは、１月6日(金)～9日
(祝・月)にて「全店いっせ
いザ・商談会」と同時開
催。ご成約の方には、お
年玉特典！　また、ご来
場の方にもネッツトヨタ
熊本オリジナル福袋を
ご準備しております。
新型クラウンは、ネッツ
トヨタ熊本各店へ

新年は６日より９日まで初売り

ネッツトヨタ熊本 検索←
10120・448・699

熊本の農家さんこだわり
の野菜や果物を豊富に
品揃え。初売りは１月５
日からスタートいたしま
す。５日には野菜宝船を
展示、６日に先着順で野
菜をふるまいます。また、
５日には新春福袋もご
用意。2023年は保温シ
ート付人気エコバッグ入
り。詳細は22ページへ

2023年最初の大盤振る舞い。初売りは５日～

住／北区高平2-25-57
営／9:00～18:30
（12/28・29・30＝8:30
～18:30、12/31＝9:00
～14:00、１/1～1/4休）

☎096-341-7070

you+youくまもと
農畜産物市場

地元熊本に特化した見
積比較サイト「ぬりかえ
マーケット」では、「価格
を抑えるには？」「我が
家もそろそろ塗り替え時
期？」など、さまざまなお
悩みにアドバイスいたし
ます。今なら、最新ドロー
ンを用いた塗装診断書も
無料でプレゼント。お気
軽に問合せください

ドローンで無料塗装診断！　新年は5日から

営／10：00～18:00   ※HPからの見積は
24時間365日いつでも利用できます
休／無休（12/29～1/4休） ☎0800-111-4152

見
積
比
較
サ
イ
ト
←

住／上益城郡嘉島町上島964-1　診療時間／9:00～
12:30、14：30～18：00、土曜午後は14：00～16：00、

休／日祝日、木曜午後  （12/28～1/4休）
https://nogcli.jp

院長　久保正英
　　　野口博光

5日から通常診療
新年は5日から
通常診療を行い
ます。新年も皆
様のご健康を祈
念しております

☎096-237-4112
のぐち皮ふ科

キャンプ芸人ヒロシさ
んによる、「くまさんの
輝きに合う究極のおか
ず」を見つけるプロジェ
クト。おかずを作るの
は、神の舌を持つ男・
阿諏訪泰義さん。第２話
「和王ステーキの黒胡
椒すき焼き」まで好評
配信中です。お米炊き
も要チェックです！

「究極のおかず！」配信中。最新話は13日公開予定

YouTubeはこちら

くまもとのお米 検索←

問合せ 
☎096-328-1132
営／10：00～16：00、
土日祝休
※12/28～1/5休

くまもと売れる米づくり推進本部

1月７日～９日はユナイ
テッドトヨタ熊本 県下
一斉イベントを開催。 
新車・中古車をご成約
で、選べるご成約プレ
ゼントの特典付き！　
また、ご来場のお客様
には福袋もご用意して
おります。ぜひお近く
のユナイテッドトヨタ
熊本各店へ！

新年は5日から。7～9日は「NEW YEAR SALE!!」

住／中央区十禅寺4-1-1

☎096-362-2111

営／10:00～18:30
休／第1・第3月曜、
　　毎週火曜
※12/27～1/4休

ユナイテッドトヨタ熊本本社

ユナイテッドトヨタ熊本

住／中央区下通1-2-11
　　TM34ビル2F B
営／17:00～翌0:00
休／日曜・祝日（12/31~1/5休）

☎096-325-1515

イチオシの骨抜
き手羽先串は食
べやすくて絶品
です！　単品料
理も豊富に取り
揃えております

新年は６日から営業

やきとり酒場 福鶏 検索←

20年以上の空調機器を
省エネ機器に更新し、消
費電力を80％以上削減。
CO₂と電気料金削減、
SDGsにも貢献致しま
す。さらに省エネ×創エ
ネで、エネルギー消費を
実質０にする「ZEB化」
推進！　国の補助金で工
事可能、ZEBプランナー
と共にご提案致します

【公共施設や病院など大型施設の施工実績多数】

新年５日～。SDGsに貢献、時代は創エネ「ZEB化」！

サンテクノ　熊本 検索←

住／東区新南部1-3-130　
営／9:00～18:00
休／日祝（12/29～１/4休）

10120・25・3016

熊本大学全学教育棟
全館空調換気設備改修 全館空調設備改修

詳しくはHPへ！国際交流会館

高い技術力で、省エネ化・
経費削減をお手伝い。空
調・電気設備・未来型ス
プリンクラーの提案で、
一般住宅から各種施設ま
で、住み良い街づくりに
社会貢献いたします。ド
ローン事業も準備中。最
先端の技術で、明るい未
来と幸せを届けます。気
軽にご連絡ください！

5日～営業。未来を切り拓く「快適空間の創造」

サンテクノ　熊本 検索←

住／東区新南部1-3-130　
営／9:00～18:00
休／日祝（12/29～１/4休）

10120・25・3016
株式会社

明るい未来と幸せを届ける

①クリーニングご利用金
額500円（税込）毎に
１スタンプ。４個達成で
次回300円引き！
②さらに、スタンプを４
個貯めて店頭のアプリ専
用QRから応募すると、
ハウスクリーニング１箇
所無料や菊池米などが計
2023人に当たります。
詳しくは店頭にて

お年玉W特典、クリーニングキャンペーン（5日～）

☎096-380-1300
営／8:00～17:00
休／日祝休（本社12/31～1/4休、各店
舗の営業日は、HPでもご確認できます）

問合せ/中園ホールディングス（株）

ホワイト急便 公式アプリ 検索←

【全店共通公式アプリ登場！】
・受付＆引取り時に
  ポイントが貯まります
・お得なクーポンが届きます

プジョー・シトロエン熊本

住／南区近見6-21-47
営／9：30～18：30　休／水曜（12/28～1/4休）

お客様のライフ
スタイルに合う、
フランス車をご
用意してお待ち
しております。
試乗車もご用意
しています

新年は5日から営業!

☎096-324-8855・☎096-351-8822

原田木材 検索←

原田木材が考える住宅
は、家族にとっての「幸福
（夢）の城」。木材と構造
躯体のプロとして何がで
きるだろう、と常に考え
ながら家づくりに取り組
んでいます。
確かな品質、安心、安全
を土台とした、家族の幸
福、夢を実現する家づく
りをお手伝いします

長持ちする木をつくっています。新年5日から

住／東区平山町2985-1
営／8：00～17：00
休／日祝
※12/30～1/4休

☎096-380-7531

1月14日から「新作振袖
フェア」開催！　2024／
2025年に成人を迎え
る方は新作大量入荷の
今がチャンスです。3店
舗それぞれ振袖が250
点以上、こだわり小物が
500点以上から選び放
題。人気柄はお早めに。小
物ランクアップ5万円相
当無料など特典も充実

5日から営業。新作振袖フェアは14日から

☎096-213-7557
新南部店

☎096-285-7227
浜線店

営／10：00～18：00　　休／水・第1火曜（新南
部店は第1木曜）　※12/30～1/4休 ☎096-273-7799

アール店

熊本に春の訪れを告げ
る緑の祭典「第47回JA
植木まつり」が、1月21日
（土）から熊本県農業公
園カントリーパークで開
催します。
「春実感！ 春の息吹と大
地の香り」をテーマに庭
木をはじめ、鉢花・苗物、
庭園に加え、地域自慢の
特産物など多数出品！

第47回 JA植木まつり、21日から開催

問合せ
☎096-328-1157 
（JA熊本経済連内）
会場／合志市栄3802-4
農業公園カントリーパーク
開催時間／9:00～16:00
※駐車場2000台無料

JA植木まつり

住／合志市幾久富1758-263
営／9：30～18：00　休／祝日（12/29～1/5休）

不動産売買、新築
住宅、リフォーム、
住設、造成、外構
など、住まいのこ
とはトータルでお
まかせください

新年は6日から

10120・83・7789

5日正午より初
売りセールを開
催。カーテンやベ
ッド、ラグなどの
良品が新春特価
で登場します！

5日から初売りセール

住／中央区水前寺公園
28-23
営／10:00～19:30
休／第2水曜
（12/31～1/4休）

カーテン・クロス専門店 ニック
10120･977･292


