１．ご利用の際は、店舗で最初に会員証を
ご提示ください。
２．休会・退会した場合、会員証は返却いただきます。
３．利用者登録カードではご利用いただけません。
４.サービス内容や場所などに関する情報は
協賛店舗へ直接お問合せください。
５．特典内容は会員様のみご利用いただけます。
６．会員証を紛失した場合、再発行手数料500円を
いただきます。
会員特典 協賛店舗一覧①
ｽﾎﾟｰﾂ用品店

【特典内容】
会員証提示により10％割引

ハヤカワスポーツ館 324-3700
ゆめタウンはません店 334-1633
イオンモール宇城店 0964-43-3370
山鹿店 0968-32-0036

一部割引対象外商品がございます。
お買い得商品は対象外とさせていただきます。

火の国ハイツ
【連絡先・アクセス】
熊本市石原２丁目２－２８
TEL：096-380-3305
【営業時間など】
11：00～20：30
（20：00オーダーストップ）

居酒屋

【営業時間など】
営業時間：17：30～24：00
店休日：日曜日

【連絡先・アクセス】
熊本市下通1-5-26 第1RIKIﾋﾞﾙ1F
096-322-9530

【特典内容】

美容室

レストラン「はなしのぶ」でお食事をされた
お客様に限り、ワンドリンクサービス。
（ホットコーヒー、オレンジジュース、ウーロン茶）

運動公園の隣にある等官は、湧水を使用した大浴場がござ
います。レストラン｢はなしのぶ」でお食事をされると、さらに
入浴100円にてサービスいたします。
火の国ハイツでココロもカラダもリフレッシュしませんか？

【特典内容】
ワンドリンクサービス

【連絡先・アクセス】
熊本市錦ケ丘34-23
ＴＥＬ：096-367-8406

味の波止場

【営業時間など】
平日）17:00～翌1:00、0:30(OS)
日祝）17:00～23:30、23:00(OS)

※店舗により営業時間が異なります。

ホテル

海鮮和食

マグロレアカツ・カルパッチョ・納豆とのコラボ…など、
『ザ・マグロ』料理の数々をはじめ、店主が丹精込め
た手作り料理で、仲間とワイワイおくつろぎ下さい。
女性にはサービスがある・かも!?宴会は6名様より、
飲み放題込みで3,000円～承ります。

【特典内容】
お食事代10％割引
呼子のやりイカ、豊後水道の
関アジなど、料理長自らが
現地で浜買い。九州・熊本の
海の幸が安心価格で味わえる。
1人でも寛げるカウンターと
接待にもお薦めの個室があり。

【特典内容】
1コインメニューサービス！
（ｻｰﾋﾞｽ内容は予約電話にて確認くださいませ）

【連絡先・アクセス】
熊本市 武蔵ヶ丘4丁目20-20
0120-32-3899 096-249-3899
【営業時間など】
火～土 10～20時(受付19時まで)
日祝日 10～19時(受付18時まで)

日本まつげｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ協会会員ｻﾛﾝ

【Glamour】
【連絡先・アクセス】
熊本市長嶺南1-1-7 ﾊﾟﾘｽ長嶺1F
080-2758-7032
【営業時間など】
営業時間：9:00～19：00
22:00まで応相談

熊本発の敏感肌対応サロン！しみない、臭わない、かぶれな
い、科学薬品の量を最小限におさえる技術で、髪を痛めず、
体に安心・安全なキレイを提供するサロンです。髪質をいかし
たスタイルでご自分で簡単にお手入れ出来るように、再現性
にこだわっています。
詳細はホームページにて 【デリヘアー】で検索

【特典内容】
リムーヴ無料 10本サービス
JBL日本まつげｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ協会資格とBST衛生管理士を取得した技術者
が、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞもしっかり行うので初めての方も安心です。自まつげのよう
な自然な細毛から、つけまつげのようなﾎﾞﾘｭｰﾑの太毛まで揃い、ﾃﾞｻﾞｲﾝ・
長さ・ｶｰﾙも自由に選べます。朝の化粧・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞの時間短縮や、目力
UPでｽｯﾋﾟﾝにも自信が持てるはず♪
【料金】60本3,000円・80本3,500円・100本4,200円・120本4,800円・つけ放
題5,800円・ﾘﾋﾟｰﾄｺｰｽ2,300円・10本500円 ※お子様連れもOKです☆

会員特典 協賛店舗一覧②
◆飲食
焼肉食べ放題
城華（じょうか）
【連絡先・アクセス】
熊本市下通1-5-26 第１ＲＩＫＩビル 5
Ｆ
096-327-0860
【営業時間など】
17:00～翌2:00（1：30ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ）
年中無休

居酒屋
和居府屋陣
【連絡先・アクセス】
熊本市近見２丁目８－２１
０９６-３２６-０２８８
【営業時間など】
11：30～22：00
第３月・火曜日（休み）

飲食店
お好み焼き
功ちゃん
【連絡先・アクセス】
熊本市小島下町５３６
０９６-３２９-２１５８
【営業時間など】
11：00～19：30
月曜日（休み）

居酒屋
酒楽庵 武蔵
【連絡先・アクセス】
熊本市下通1-5-26 第１ＲＩＫＩビル ２
Ｆ
096-356-0480
【営業時間など】
18:00～翌2:00（1：30ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ）
年中無休

本格炭火焼

【連絡先・アクセス】
熊本市上熊本2-8-45/096-356-4429
【営業時間など】 年中無休
月～土
11:30～25:00 (0:30オーダーストップ)
日・祝日
11:30～24:00 (23:30オーダーストップ)

ロシア料理
○○○○
【連絡先・アクセス】
熊本市手取本町3-1
第2クマモトミヤモトビル3F
096-324-6323
【営業時間など】
11:00～23:00 (平日)
12:00～23:00 (土日祝日)
無休

【特典内容】
飲食代より10％割引
質にこだわって仕入れた自慢の肉を
おなかいっぱい食べてください！
シンプルなインテリアの店内の奥
に作られたバルコニーでは、
バーベキューもお楽しみ
いただけます。
宴会に、デートに、ファミリーで
どうぞお越しくださいませ。

【特典内容】
本日の１品サービス
旬の野菜や魚を使った手料理のお店です。
その日の食材の中から選んだお任せ料理もで
きますよ。
特に、豚からくん、サイばあちゃんの玉子コロッ
ケ、トマトの天ぷらなどもお薦めです。

【特典内容】
ｺｰﾋｰｻｰﾋﾞｽ（夏はカキ氷１００円引）
毎朝市場から仕入れた新鮮キャベツがたっぷ
り入ったお好み焼きとモダン焼き、甘さを抑え
たソースがくせになります。男性でも満足できる
ボリューム・・・女性はお友達と二人で仲良く半
分ってのもいいかも

【特典内容】
飲食代より10％割引
平日限定17～20時まで
どれだけ飲んでも生ﾋﾞｰﾙ
＆ﾊｲﾎﾞｰﾙ一杯150円
など多数のｻｰﾋﾞｽを
実施してます。お気軽
にお立ち寄り下さい♪

【特典内容】
ランチ：ワンドリンクサービス
ディナー：お食事代10%OFF
九州産の中でも“最高ランク”の【黒毛和牛】だけを提
供し、徹底的に品質にこだわりぬいている『清香
園』。だからこの美味しさはもちろん、小さいお子様に
も安心して食べて頂けます。また、ご家族連れで周り
に気兼ねなくﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄな時間が過ごせる【個室】もご
用意。秘伝のﾀﾚで食べる格別の炭火焼肉をぜひ !

【特典内容】
お食事代10％OFF(ランチ除く)
熊本では珍しい多彩な本格ロシア料理が味わえま
す。ソースやドレッシングにいたるまで
“手作り”だから美味しい !!
アットホームな雰囲気でお仲間内での
パーティーにぴったり !!
雰囲気が心地よい店内で貸し切りもお気軽に
ご相談ください。

味噌醤油製造販売 【特典内容】
玉子ごはん専用醤油１食分
橋本醤油合資会社
【連絡先・アクセス】
熊本市島崎１丁目１７－２
096-356-1821
【営業時間など】
ご連絡ください。

”たまごごはん”専用醤油を開発した先駆け的存在の
お店です。その他、”肉じゃが専用” ”生姜” ”にん
にく” ”馬刺専用”など２０種類以上のオリジナル商
品がありますよ。さらにこだわりの方には、予約制の
「ＭＹ醤油づくり」コースもあり、１時間程度で、自分だ
けのオリジナル醤油を作ることもできます。交通アク
セスは、熊本市電 ”段山” 下車、徒歩３分です。

飲食店
【特典内容】
Dining居酒屋Bar １人生ビール３杯まで１００円（初回限定）
居酒屋として、Ｂａｒとして・・・・・・楽しみ方はお
真
【連絡先・アクセス】
宇城市松橋町松橋５２０
０９６-３３-５７５０
【営業時間など】
18：00～2：00
第１、３月曜日（休み）

バー
ＢＯＯ
【連絡先・アクセス】
熊本市安政町６－３ ＴＭ１１ビル９
Ｆ
０９６-３２５-６８００
【営業時間など】
18：00～5：00（4：00ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ）
日曜日（休み）

飲食店
大入橘熊本本店
【連絡先・アクセス】
熊本市城山半田
ＳＳパディー駐車場
サンリブくまなん デオデオ側出口
【営業時間など】
10：00～19：00（18：30ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ）
パディー（火曜休）、くまなん（不定休）

ビアホール
ビア・ホール
ＭＡＮ
【連絡先・アクセス】
熊本市安政町５－９ ｼﾓｶﾜﾋﾞﾙ4F
０９６-３２６-０８６０
【営業時間など】
18：00～24：00
月曜日（休み）

居食屋
○○○○
【連絡先・アクセス】
熊本市上熊本2-10-23
(県立総合体育館から徒歩１分)
096-359-3451
【営業時間など】
ランチ 11:30～14:30
日～木 17:00～23:00
金・土 17:00～24:00 不定休

洋食レストラン
○○○○
【連絡先・アクセス】
熊本市上熊本1-10-33
( 市電『上熊本駅前』電停正面 )
096-325-6863
【営業時間など】
月～土 … 10:00-24:30 (OS 24:00)
ランチ 11:30-15:00
日 … 11:00-21:30 (OS 20:30)

焼肉
焼肉ショウ栄
【連絡先・アクセス】
熊本市小山6-20-16
096-292-8929
【営業時間など】
ﾗﾝﾁ 11：30～14：00
夜 17：00～22：00

客様次第です。カウンター、テーブル、個室など
６室あり、用途に合わせて利用できる新感覚の
お店です。最大４０名の収容ができ、駐車場も２
０台分のスペースがあります。

【特典内容】
平日飲み放題ｺｰｽ（4,500→3,500円）
店内は南国のリゾートを思わせる造りで落ち
着けますよ～♪。ワインをはじめ、カクテルなど
アルコールの種類が豊富です。
お食事メインでもOKだし、二次会で飲みがメイ
ンでもOKです。ケースバイケースで幅広く利用
できるいいお店です。

【特典内容】
10個入り1ｹｰｽにつき2個追加ｻｰﾋﾞｽ
アツアツ焼きたての一番おいしいものをお出し
したく、注文を受けてからお作りしたいと思いま
すので、少しお時間を下さいませ。素材などの6
つのこだわりを貫いたひと味違うたこ焼きをどう
ぞ。カリカリトロリ～ンとした食感がクセになっ
ちゃいますよ♪。味は岩塩・ダブルソルト・ソー
ス・ゆずポン酢があります。

【特典内容】
ビールorおつまみサービス
昭和５１年開業の熊本で最初に出来たビアホールで
す。熟練のマスターが注ぐこだわりのビールには多く
のファンがいるほど。格闘技ファンには聖地ともいえる
お店でアントニオ猪木さんをはじめ多数のプロレス
ラーが来店されています。マスターをはじめスタッフの
みなさんの明るさと優しさが伝わってくるお店です。馬
力・スペアリブがオススメです。

【特典内容】
お食事代10％OFF
アットホームな雰囲気の店内です。ファミリー～団体様
(40名くらい迄)まで気軽にお越しください。
お料理たーっぷりのコースメニューも 2000円からご用
意しております。また、ご予算に合わせての御相談も
可能です。試合後の打ち上げや親睦会にもぜひご利
用ください。
ランチメニューも 680円～ ご用意しております。

【特典内容】
お食事代10％OFF

(一部商品除く)

熊本市電『上熊本駅前』電停正面です。
JAZZの流れる店内で、珈琲やお食事を
ごゆっくりお召し上がりください。
豊富なカレーメニューの他にも、シチューや
ハンバーグ等の定食、軽食、デザートメニュー
も多数用意しております。
※ 日曜日はカレーメニューのみで営業

【特典内容】
ﾗﾝﾁ）１ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ、夜）お食事代10%OFF

ボリュームあるランチを提供いたしま
す。
是非食あれ!!
くまもとあか牛阿蘇王を使用していま
す。

会員特典 協賛店舗一覧③
◆美容・ダイエット
美容・ダイエット 【特典内容】
エステティックサービス 5％割引
ＴＩＡＲＡ ティアラ 皆様の足元までスピーディにお伺いできる、
【連絡先・アクセス】
熊本市富合町大町９９３－１
０９０-３１９９-７３９７
【営業時間など】
9：00～20：00
不定休

健康

キャンピングカー形式の（移動エステティックサ
ロン）です。貴方だけの癒しの空間と、オール
ハンドのここちよさを人目を気にせずに、すご
せます。お気軽にお電話下さい。

【特典内容】

自然健整院 熊本 初回限定 ５００円ＯＦＦ
疲れたまっていませんか？いつも頑張ってい
二本木院
【連絡先・アクセス】
熊本市二本木１－４－１１
０９６-３５３-０５９５

るあなた自身にご褒美を！ 各種痛み、しび
れ、むくみ、疲労感など、当院にご相談くださ
い。

カットクラブ粋
【連絡先・アクセス】
菊池郡菊陽町原水１１６３－１６
０９６-２３２-２８０５

【特典内容】
トリートメントサービス
菊陽中学校近くにある美容室です。 理想のヘ
アースタイルがちゃんと伝わる安心感と、丁寧
な接客で好評ですよ。

【営業時間など】
8:00～18:00
毎週月曜日、第１日曜日（休み）

◆その他
デコレーション
Ｒｅ：ｂｏｒｎ
【連絡先・アクセス】
熊本市水前寺６－１０－３８
０８０-２６２３-６９６８
【営業時間など】
ご連絡ください。

【連絡先・アクセス】
熊本市御幸笛田5丁目11-61
Tel 096-387-1358

【特典内容】
会員様特別割引
携帯電話や小物を素敵にデコレーションしてみ
ませんか？ ご要望に合わせ素敵に仕上げま
す。店主の佐々木良枝さんは、首都圏などで
デコレーション講師やアーティストとして活躍さ
れてこられた方ですよ。

見積金額の10％OFF
南部、西部地域を中心にお庭や、緑
地に関するご相談、お見積を無料にて
承ります。
是非、お気軽にご連絡下さい。

【営業時間など】
8：00～17：00（土、日除く）

造園（作庭・樹木剪定・消毒等） 【特典内容】

株式会社
熊本緑研
【連絡先・アクセス】
熊本市佐土原1丁目16-35
Tel 096-367-5577
【営業時間など】
8：00～17：00（土、日除く）

ベビーシッター

【連絡先・アクセス】
熊本市新市街13-19岡村ビル3Ｆ
096-355-5232株式会社パワーネッ
ト
【営業時間など】
9:00～18:00
土・日・祝日 休み

【連絡先・アクセス】
熊本市刈草１－５－１６
096-357-7084
【営業時間など】
月、火、木、金（９時～２０時）
水、土（９時～１４時） 日・祝（休み）

美容室
見崎ＭＬＣ
ＳＡＬＯＮ
【連絡先・アクセス】
宇土市城之浦町１６６
０９６４-２２-０２５３

骨盤ダイエットを体験してみませんか。骨盤の
歪みを整えると代謝もアップし太りにくく痩せや
すい体質に。一緒に辛いダイエットを乗り越えま
しょう。まずはお試し体験へどうぞ。場所は、近
見交差点から車ですぐ。刈草鍼灸院内にありま
す。もちろん、駐車場もありますよ。

【特典内容】
１０％ＯＦＦ
ご主人曰く「決してキレイなお店ではないです
が、お子様連れでも安心してご来店ください。予
約優先で行っておりますので事前にお電話いた
だければ幸いです。」

美容室
グラム・ルーム
【連絡先・アクセス】
熊本市北千反畑町７－８
０９６-３４４-７９０９

【特典内容】
スペシャル・シャンプー（１５分コース）
子飼商店街入口（藤崎宮側）近くにある美容室
です。特に、スペシャルシャンプーは、毛穴の汚
れをしっかり取るため、シャンプー後は、スッキ
リ爽やかな感じがします。

【営業時間など】
9：00～19：00
月曜日（休み）

造園（作庭・樹木剪定・消毒等） 【特典内容】

株式会社
平井喜楽園

刈草

【営業時間など】
9:00～19:00
月曜日、第３火曜日（休み）

【営業時間など】
8：00～21：00（予約受付時間）
土曜・祝日・水曜午後（休み）

美容室

美容・ダイエット 【特典内容】
BODY BALANCE
お試しコース（5,250円→4,200円）

「サドハラヤマボウシ」※の苗木をプレゼント
(ﾁﾗｼを見て、ご制約を頂いた方）
設計・施工からｱﾌﾀｰﾒﾝﾃﾅﾝｽまで「緑」に関する総てをﾌｫﾛｰ
して来た「総合造園会社」です。自社で生産を行っている、質
の高い「芝生・樹木」と経験に裏打ちされた「高い技術力」で
多くのお客様に高い支持を頂いています。「緑」に関するお
悩みや分からない事があればすぐご一報下さい。経験豊富
なｽﾀｯﾌが必ず、お力になります。 ※弊社が独自で品種改
良を行い開発した、希少価値の高い常緑ﾔﾏﾎﾞｳｼです。

【特典内容】
入会金・年会費 無料
お仕事に趣味にとご活躍の場を広げ
ていらっしゃるお母様の代わりに保育
士・幼稚園教諭の資格を持つ経験豊
かなスタッフがお子様のお世話をさせ
ていただきます。

小売業
ｲｴﾛｰﾊﾟﾚｯﾄ
川尻本店
【連絡先・アクセス】
熊本市南高江６－１３－１８
０９６-３５８-３９０９
【営業時間など】
12：00～2：00

【特典内容】
買取金額アップ
コミック、文庫本、写真集、中古ゲームソフトなど
が揃ったお店です。不要になった本やゲームソ
フトなどの買取りも行っています。交渉時に会員
カードをお見せいただければ買取金額がアップ
します。

造園（作庭・樹木剪定・消毒等） 【特典内容】

株式会社
森田緑化造園
【連絡先・アクセス】
熊本市下硯川一丁目7-34
Tel 096-278-7662

見積金額の10％OFF
北部地域を中心にお庭や、緑地に関す
るご相談、お見積を無料にて承ります。
是非、お気軽にご連絡下さい。

【営業時間など】
8：00～17：00（土、日除く）

ﾌﾗﾜｰ＆雑貨ｼｮｯﾌﾟ 【特典内容】
会員証持参でﾉﾍﾞﾙﾃｨﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！
フレンド フラワー 花とグリーン・雑貨に囲まれたナチュラルな暮らしを
【連絡先・アクセス】
熊本県合志市幾久富1866-525
096-248-8787
【営業時間など】
9:00～19：00（年中無休）
年中無休

自動車販売
エフサービス
【連絡先・アクセス】
宇城市不知火町高良１９２
０９０-１０８０-７９１９
【営業時間など】
ご連絡ください。

提案しています。贈り物にオススメのプリザーブドフラ
ワーも沢山ご用意しています・・・。
かわいくでも、大人っぽくでも・お客様のご希望通りに
作れるアレンジメントフラワーも大人気です。気さくな
スタッフがお待ちしております。何でもご相談下さい。

【特典内容】
キャッシュバック（車検予約・車の購入）
車検のことから車の修理・購入まで何でもご相
談ください。安くて、親切・丁寧をモットーに、ご
連絡いただければ直ちにお伺いします。相談時
に会員カードをご提示いただき、２か月前から車
検等の御予約いただければ５千円～１万円の
キャッシュバックもあります。

自動車販売
Honda Cars EZU
富合店
【連絡先・アクセス】
熊本市富合町清藤４５８－１３
096-357-4400
【営業時間など】
9：00～18：00
休み（水曜）

【特典内容】
オイル交換５０％ＯＦＦ、ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ
富合町3号線より味千ラーメンとヒライの弁当
交差点を左へ入り200メートル
の所にあります。迅速丁寧な対応と、アット
ホームなお店ですので、お気軽に愛車の点検
いかがですか。ゆっくりできるスペースでコー
ヒーなどの無料サービスもあります。

熊本城天然温泉 【特典内容】
入浴お気軽ｺｰｽ通常550→500円！
城の湯
サウナや露天を備えた大浴場で心身共にリフ
【連絡先・アクセス】
熊本市上熊本2-8-43
096-352-2626
【営業時間など】
AM6:30～AM8:30 AM10:30～AM2:00
定休日なし
但し、機械点検のため午後OPEN有り

温泉
ログ山荘 火の鳥
【連絡先・アクセス】
阿蘇郡南阿蘇村長野字鳥越1873-1
０９６７-６７-２２１１
【営業時間など】
ご連絡ください。

レッシュ。レストランもメニューが豊富で最大８０
名様までのご宴会もOK。
別館の露天付きの家族湯も大人気で、お一人
様からご家族、団体様まで極上のひと時を楽し
める場所です。

【特典内容】
宿泊ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ、家族湯５％ＯＦＦ
「ログ山荘 火の鳥」は、雄大な大地、
南阿蘇にある欧風料理宿です。
源泉かけ流しの温泉、全室露天風呂付の
離れなど、情緒あふれる佇まいがありま
す。

鉄板焼・お好み焼 【特典内容】
お食事代10％OFF
【連絡先・アクセス】
熊本市花畑町11-24
銀杏タワービル３F（銀杏北通り）
096-354-1010
【営業時間など】
PM6:00～AM3:00
定休日：日曜、祝日

新鮮な素材にこだわり、大阪の味にこだわり、
あなたの満足にこだわります。
本場、大阪帰りの店長が振舞う鉄板焼・お好み焼が
早くも話題!トマトチーズ焼は女性にも大人気♪
こだわりの味を是非一度ご賞味ください。
皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。
http://jyubou.com/

ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨｰ
キューネット
【連絡先・アクセス】
熊本市帯山4-18-１
TEL：096-383-9111
URL http：//www.qnet-sec.co.jp
【営業時間など】
8：00～20：00 HPは24Hｱｸｾｽ可

ﾏｯｻｰｼﾞ

【連絡先・アクセス】
熊本市龍田町弓削682-2
096-337-2520
【診療時間】
平日）8:00～12:00、14:30～20:00
土曜）8:00～16:00
休診日日曜、祝日

【特典内容】
工事費等初期費用2万円OFF
熊本県でNo.1の導入実績のあるキューネット。県内を
隅々まで網羅した出動拠点は最多の45ヵ所。各拠点
で常在する機動隊員が、いざという時にお客様のもと
へ駆けつけます。オーダーメイドでお客様のご要望に
応じたプランをご提案します。
・レンタルプラン：月額4,600円～（税別）工事費別
・買取りプラン：月額2,500円～（税別）機器･工事費別

【特典内容】
初診料無料
キャロット整骨院は落ち着いた雰囲気で通え、
一人ひとりにあった治療をしていきます。
不幸にも交通事故で怪我に遭われた方、ｽﾎﾟｰﾂで怪
我をされた方は是非当院にご相談下さい。
ホームページもございます。
検索は『キャロット整骨院』
お気軽にご相談ください。

美容室

【特典内容】
カットにご来店の方
Trinity hair studio
ナノサプリミニシャンプープレゼント
【連絡先・アクセス】
熊本市月出2丁目4-33
096-285-4519
【営業時間など】
平日 10:00～19：30
店休日 月曜日、第3火曜日

遊具・体育器具製造販売

株式会社 イシヌキ
【連絡先・アクセス】
＜営業本部＞合志市野々島5652
096-242-5511
【営業時間など】
8：30～17：30（土日除く）

月出にオープンし1年4ヶ月のヘアスタジオです。
9月から新メニューとしてヘッドスパを導入しました。
丁寧、痛ませない、アットホームなサロンをモットーに
お客様に愛される店作りを目指しています。
ヘアスタイルのご相談はもちろんのこと
毎日のお手入れのアドバイスや頭皮ケアなど
何でもご相談ください。

【特典内容】
見積金額の5％OFF（個人購入に限る）
1918年創業。熊本県内の小学校・高校・大学・
公園に納入実績があります。
安全・安心をﾓｯﾄｰに製品を提供させて頂き、皆
様の健康作りに貢献できる様努めて参ります。
また、車椅子用ﾘﾌﾄや車椅子用練習機も製造
しています。どうぞお気軽にご連絡ください。

協賛店舗募集!!

【協賛メリット】

当ｸﾞﾙｰﾌﾟの広告で、店舗告知が可能です。

