A 3 表紙

HAPPY GAS LIFE 街ナカで！ガスでいいこと、見つけよう！
新築やリフォーム、コンロ等のお買替えをご検討の皆さまへ！
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10月

27土 村上美香さんが会場リポート！

14：00〜

メイン会場／ショールームヒナタ
14：00〜17：00の間（定期的）

■
■

村上美香が会場内のヒナタスタッフ
と共にガス機器の説明や料理教室の
様子などをリポートします。リポート
風景はその他の各会場にYouTubeで
生配信！

10月

28日 コウケンテツさんが

12：30〜
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28

メイン会場／ショールームヒナタ
12：30〜 ■ 15：00〜

10 : 00 - 18 : 00

■
■

日 ※28（日）は 17 : 00まで

※各回30分前より先着50名に
整理券配布

今年は家族みんなで楽しめる街ナカ4会場で開催！
ショールームヒナタ〈メイン会場・COCOSA 5階 〉
ガス機器特別販売会開催！

びぷれす広場〈コンセプトゾーン〉
びぷれす広場では、西部ガスが提
案する「快適な暮らし」を紹介！
ガス機器以外にも、キッチンやお
風呂などのリフォームに関するご
相談も承ります。

下通りアーケード〈ステージパフォーマンスゾーン〉
「ナニコレ? 劇団」
が
やってくる！

ガス機器販売のほか、展示現品
販売も開催！テラスでは人気飲
食店が出店します。楽しいイベ
ントが盛りだくさん！

のみ

料理研究家のコウケンテツさん
が自宅で作る家庭料理をご紹
介します。

その他にも楽しいイベントが満載の4日間！
詳しくは中面をご覧ください！

マジックや大道芸のショー、音楽ア
ーティストによるライブなど、
下通
特設ステージで街を盛りあげます！

27（土）
28（日）

ヒナタにやってくる！

※イベント内容は変更する場合がございます。

10:00-18:00

27（土）

新市街アーケード〈アトラクションゾーン〉 28（日）
輪投げコーナーや液体窒素を使
った実験など、家族みんなで楽し
める実験＆体験ブースを展示し
ています。遊びに来てね！

観覧無料

※28（日）は17: 00まで

のみ

熊本営業部 〒860 - 0832

熊本市中央区萩原町 14 番 10号 TEL/096 - 370 - 8610 受付時間 / 月〜金 9：00〜17：00

西部ガスショールームヒナタ熊本

〒 860 - 0807 熊本市中央区下通 1丁目 3 番 8 号下通 NS ビル COCO S A 5 階
TEL / 0 9 6 - 3 5 4 - 6 8 10 受付時間 / 10：00 〜18：00（定休日/ 年末年始）

A 3 中面

会場マップ

遊んで学べる！熊本の街ナカが楽しいイベントで盛り上がる
！
！
27（土）
のみ

村上美香さんが
会場をリポートします！！

のみ

観覧
無料

ガス機器特別販売会！

期間中、ガスコンロやビルトインコンロ、レンジフードなど、
毎日お買い得品が多数登場！ぜひ会場にお越しください！
！

COCOSA

28（日）

26（金）

5階

尾方隆子

新築の住まいを探されている

ジャズライブ

方々を住宅購入まで無償で

■12：30〜
■14：30〜

サポートするスマージュ誕生！
※画像はイメージです※商品の一例です

熊本出身のジャズボーカリスト・
尾方隆子さんによるジャズライブ
開催！

26（金）

・
（木）

同時開催
コラボイベント

4日間限定！
テラスに人気
飲食店が出店！
27（土）
28（日）
のみ

27（土）■13：00〜■16：00〜

フェイス
ペイント

■10：00〜
■先着150名
（参加費無料）

■10：00〜15：00

25

銀座通り

牧田天光マジックショー
■11：00〜■14：00〜

専門のスタッフが、あなたの顔を
カッコよく、
可愛くペイント！イン
スタ映えすること間違いなし！
！

セツゲッカ
ストリートダンスショー
■11：00〜■14：00〜
ナニハウ ポノ
フラダンスショー
■11：00〜■14：00〜

27

■11：00〜■14：00〜

茶屋桃子
エレクトーンショー

ヒゴペラ
ゴスペルライブ

S.K.Kポップスライブ

ぐれっちの紙芝居屋

あか牛の三協グループ

ドイケバブ

オーシャンズ ゼロ

輪投げコーナー
ガス管を使った輪投げで遊ぼ
う！成功した数で景品をプレ
ゼント！※数に限りがございます

健康ケーナ演奏

■12：00〜■15：00〜

坂本春男大道芸ショー
■12：00〜■15：00〜

ミートボール岡部
お笑いバルーンショー
■13：00〜■16：00〜

ばってん荒川Jr
お笑い歌謡ショー
■13：00〜■16：00〜

■12：00〜■15：00〜

※画像はイメージ です※商品の一例です

新市街アーケード〈アトラクションゾーン〉

■9：30〜17：30

26

︵土 ︶

ガスコンロで簡単にできる料理体
験会！お気軽にご参加ください！

あか牛を使った料理コンテストを開
催！先着50名様にご試食いただき、
投票でグランプリを決定します！
※整理券は11時から配布

■10:30〜12:30（先着24名）
14:00〜17:00（先着36名）
参加費：100円 /人

28（日）

28

27
（土）
は
「ナニコレ? 劇団」が やってくる！
︵金 ︶

お手軽クッキング

あか牛を使った
家庭料理コンテスト

下通りアーケード〈ステージパフォーマンスゾーン〉

福岡で活躍するラジオパーソナリ
ティ上野奈生（Lily）さんによる絵本
の読み聞かせライブ開催！親子で
絵本の世界を体感しませんか？

︵木︶

※画像はイメージ です

※画像はイメージ です

■11：30〜 ■14：30〜

︵日︶

27（土）

Lilyの絵本とあそぶ

お子さまも楽しめるイベント開催！ぜひ会場にお越しください。

下通

※昨年の模様

25

びぷれす広場〈コンセプトゾーン〉

びぷれす広場では、西部ガスが提案する「快適な暮らし」を紹介！コンセプトブースにはエネファームや
床暖房などの最新ガス機器はもちろん、システムキッチンやシステムバスも展示しています。住まいに
関するお悩みごと、リフォームに関するご相談も承ります。

28（日）
のみ

コウケンテツさんが
ヒナタにやってくる！

※詳しくは表紙面をご覧ください

25（木）〜 28（日）
4日間限定！

27（土）
28（日）

上通

ショールームヒナタ〈メイン会場・COCOSA 5階〉

わくわく
科学実験コーナー

サンロード新市街

■13：00〜■16：00〜

その他 COCOSAとのコラボイベント開催！

■ 随時開催

液体窒素を使った楽しい実験です。
家族みんなで遊びに来てね！

※各イベントの内容・時間・場所は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※写真・イラストはイメージです。

■12：00〜■15：00〜

スタンプラリー開催！

27（土）
28（日）
のみ

■10：00〜18：00
※28
（ 日）は17：00まで

全部まわれば素敵な賞品が当たる！

スタンプラリーの台紙は新市街会場、びぷれす
広場で受け取れます。※詳しくは各ブースまで

本展示会ではカーボン・オフセットに
取組んでいます。会場の電力使用に伴
い発生するＣＯ2の一部・関係者及びご
来場者様の移動に伴い発生するＣＯ2排
出量の一部をオフセットしています。

