特 典付! ご 馳走コレクション
海鮮屋

神水

魚吉(うおきち) 神水店

住/菊池郡菊陽町光の森
7-23-7
営/17:30～翌0:30
（23:30os）、不定休
駐車場24台
※価格はすべて税別

マリスト中
●
神水交差点
28
神水・市民病院前電停

光の森

豚バラなど定番から、
オクラ巻きなどの変わり種
まで種類も豊富。店員さんも気さくで賑やか！

く～ぽん

く～ぽん

リビング

交番
●

「やわらかお肉のビーフシチュー」

1180円 ※税別

通常1480円→
※1枚で4人まで

H30.11.1 ～ 11.30まで

扌

く～ぽん

リビング

レストラン

野っぽ

クーポン持参で

「リビング特別ビーフシチュー
セット」
（1200円）が注文可能 扌
※１枚で4人まで H30.10.31 ～ 11.30まで

れすとらん

ボナペティ

☎096-385-1023

“洋風おせち”で、家にいながらレストラン！
ワインにも合う、パーティ感もある迎春用
オードブルセット。フォアグラやアワビ…豪
華食材も洋食ならではの味わいで、グルメな
人に愛されてきました。毎年注文するファン
も多く、
早々に完売することも。
お早目に！
迎春用洋風オードブルセット
１万9980円（３～４人前）

くりの実カフェ【昼夜ＯＫ】

ドラッグイレブン
●

東バイパス
●
マルショク

住/東区江津2-28-30
営/10:00 ～22:00
昼＝11:00～14:30o s
（土日祝～15:00os）
夜＝18:00～21:00os
※定休日なし、Ｐ有 ※写真
のメニューは昼夜のみ提供

住/東区小山3-10-5
（パークドーム近く）
営/11：00～22:00
（21:30os）、不定休
駐車場あり
※ビーフシチューはなく
なり次第終了、税別

テーブルが華やぐ盛り付け方や、ワインに合う
食べ方の提案もあり。ＨＰを参考にして

●

上江津湖

●

くりの実
カフェ

扌
※1枚で4人まで、税別、
H30.10.31 ～11.27まで

やさしく、かつコク深いソースで、何時間
もかけて煮込まれた特製ビーフシチュー。箸
でくずれるほどやわらかいお肉は、最後のひ
と口まで幸せ気分で堪能できる本格派の味。
クーポンでお得な今、
まずは食べてみて！

平田ナーセリー

980円

野っぽ

創業35周年の感謝、ビーフシチュー1200円！

水前寺
公園

☎096-223-5630

出水ふれあい通り

く～ぽん

注文時にクーポン提示で
【昼限定】ビーフシチューと 【平日夜限定】
サーロイン
赤ワイン漬け唐揚げランチ ステーキ通常・単品で
1520円が
通常1500円
デザート
ライスor
→
→
付き
パン付き

H30.10.31～11.30まで

特製ビーフシチュー、スープ、ライス、サラダ、
昼はドリンク・夜はデザート付き

住/菊陽町光の森5-19-1
営/11:30～14:15o s、
18:00～21:00o s、第
1・3木 曜 休（ 第2・4 木
曜はランチのみ）※テイ
クアウトは事前に予約を
※価格はすべて税別

シェ・入り江

1000円

※税別

ホロッ、
やわらか…「ビーフシチュー」300円引き

ゆめタウンはません●
浜線バイパス

リビング

通常1800円→980円！ 扌

くりの実カフェ

江津
ランチ／赤ワイン漬け唐揚げ、先月好評のビーフ
シチュー、
エビフライ…、パンかライス 、デザート

先月大好評だったビーフシチューと
「ぜひ
味わってほしい」と自慢の赤ワイン漬け唐揚
げが登場。赤ワインと特製ダレに漬け込み、
柔らかく風味豊かに仕上げられた唐揚げは
冷めてもおいしく、お土産にも最適です！

【生ビール込み】飲み放題100分

熊本IC

「ビーフシチューと赤ワイン漬け唐揚げ」1000円に

光の森店

予約＆クーポン持参で

菊陽バイパス

※税別、H30.10.31 ～ 11.30まで

シェ・入り江

＜6＞

☎096-389-2676

ファン待望企画！ 「リビング特別ビーフ
シチューセット」登場。通常1800円の美味
しさが、今だけセットで1200円。赤ワイン
でじっくり煮込んだお肉のとろける柔らか
さとトマトの爽やかさに魅了されますよ。

く～ぽん

とり吉

ゆめタウン
光の森

通常1580円→980円！ 扌

☎096-233-4533

好評「サーロインステーキ」
150g
夜限定 980円 ※写真は300ｇ

とり吉 ●

●
スター
バックス

【生ビール込み】飲み放題90分

Cafe & Restaurants

リビング

マクドナルド TSUTAYA ●
●

予約＆クーポン持参で

土曜日

「そうだ、
焼き鳥食べよ」期間限定
“焼き鳥95円”

住/中央区神水2-4-2
営/17：30～翌0:00
（23:30os）、不定休
駐車場14台
※価格は税別

魚吉(うおきち) 神水店

レストラン

他メニューやネット
予約はこちらから

魚吉
神水店

小山

食欲の秋にぴった
り。10月31日 ～11月
11日までの期間限定
で、人気の焼き鳥が、な
んと全品95円！ 「ジ
ューシーでボリューム
満点な焼き鳥を、より
楽しんでもらいたい」
と、飲み放題のクーポ
ンもつけてくれまし
た。この機会にぜひ。

リビング

至益城インター
●ツタヤ

●

福島
循環器科内科
●

東バイパス
●セブンイレブン
至県庁

●

36

光の森店

10月31日 ～11月
18日まで、ホタテの浜
焼きがなんと1枚100
円！ 香ばしい香りと
肉厚プリップリの食感
は、焼酎や日本酒との
相性もバツグン。クー
ポン利用で家族や、気
の合う仲間と一緒に楽
しんで。毎朝天草から
直送の刺盛りもぜひ。

北海道産の大ぶりなホタテは、1枚通常350円。
何個食べても1枚100円はこの期間だけ！

セブン
イレブン

とり吉

☎096-227-6880

2018年11月3日

大人気のきのこスープとサラダ、ふわふわモチ
モチ自家製パン
（１個）
の４品セットです

秋の感謝祭！ ホタテ浜焼き何個でも1枚100円

ほっと
もっと
●

餃子と串焼き

光の森

☎096-282-8620

※クーポンはコピー及び他の特典
との併用は不可

オマール海老のゼリー寄せ・
アワビの柔らか煮等12品
※先着100セット限定
※受渡し12/30午後12/31
午前店頭にて。配達応相談

リビング

住 /中 央 区 水 前 寺 公 園
7-45
営 / ラン チ ＝11: 3 0 ～
13 : 3 0 o s 、ディナ ー＝
17:30～19:30、木曜休
※価格は税 込

く～ぽん

ボナぺティ
11月末までにおせち予約をすると

ワイン1本プレゼント
H30.10.31 ～ 11.30まで

扌

