「おでかけガイド」
はリビング熊本ＨＰにも掲載中！

本店・離れ・超離れ

☎096（369）8868

Point

こだわり
料理

極上の串×天然活魚介が自慢！
くつろげる大小20の個室を完備
朝挽き鶏を備長炭で丁寧に焼き上げた極
上の串、鮮度抜群の海鮮料理…。肉も魚も
とことんこだわった「中村屋」の魅力は、個室
でゆ〜ったり寛げるところ！ 坪庭を眺めなが
ら食事を楽しめる個室の離れ・超離れや、離
れ2階の特別室はまさに 隠れ家 。本店には
最大34人が足をのばせる掘りごたつ席も完
備。健軍電停そばでアクセスも◎。
至自衛隊

コア21●

第二高等学校
●

● カガワの自転車

熊本銀行 ●
ローソン ●
ミスター
ドーナツ ●

（離れ・超離れ）

至益城

健軍商店街

健軍町電停

● 中村屋（本店）
● 中村屋

◎団体におすすめ
住／東区東本町1-89
営／17:00〜23:30ｏｓ
不定休、Pあり
収／計170席（個室20部
屋・掘りごたつ席）
※価格はすべて税込

希望者にはデザートもサービス！
★リビング特別コース
通常6000円→

◎全9品、2時間飲み放題付き

刺身6点、
極上馬刺し、
焼き鳥、
中村饅頭、
揚げ物など
（和牛もつ鍋に変更OK）

女性／ 3000円
男性／ 3500円
◎2時間飲み放題付き

※ 月 〜木 限 定、祝 前 日
は利用できません
ほか、コースは4000円〜。
6000円以上でプレミアム飲み放題付！
※コースはすべて4人〜、前日までの予約が必要です

☎096(245)6334

Point

ワイワイ
楽しく

カラオケ店のパーティーコースなら
おいしく食べてたっぷり歌って１人2500円！

最新機種
「ライブダムスタジアム」
を導
入。ライブさながらの臨場感です

壁に映像が映し出されサウンドも迫力満点の「ライブダムスタジ
など5タイプの部屋を用意。料金もお得なフリータイムや3時間パ
ックなど用途に合わせて選べます。忘・新年会は団体向けの「パー
ティーコース」が断然お勧め。料理は3コースから選べてボリューム
満点、「おいしい」と評判です。オプションの飲み放題も充実！

★パーティーコース
料理＋ルーム料金3時間
1人 2500円
11月末までなら1人2000円

パーティーコースは下記からチョイス
①肉盛りボリュームコース
（全８品）
②大人も子ども楽しめる
花やかコース
（全7品）
③ダブルメインの厳選コース
（全8品）

※3日前までに予約（当日の場合は
問合せ）※12/28 〜 1/5は除く

飲み放題プランがお得です！
ソフトドリンク＋600円
アルコール飲放
（生ビールなし）

を完備！

＋1200円

キッズルームを3つ用意。3部屋分の遊
びスペースがつながっているから子ど
も同士でわいわい遊べます。もちろん
カラオケの部屋から子ども達の様子も
確認できますよ。ぬり絵や絵本、パズ
ルなどの無料貸し出しも！

北熊本駅

ダイレックス
●
● 至市街

千寿

住／ 中央区東阿弥陀寺
町2-1階
営／17:00〜22:00（最
幹事1人無料！ 終入店21:00）除外日あり
H30.11.1 〜 12.30まで 収／最大120人
（除外日12.23 〜 25） ※価格はサービス料込･税別

アルコール飲放
（生ビールあり）

＋1500円

早得コースもあります！
16時までのスタートで
コース代金から→5％オフ

日本料理 光琳

料理のみ
一 般4500円、 小 学 生
2000円、4 〜 6歳1000円

※時間は月〜木曜120分、
金〜日曜･祝100分

☎096（354）2638

Point

コスパ
良し

「光琳」
から忘・新年会向けの鍋プランが登
場です。料金は驚きの4000円〜！ 予算に合
わせて、ちゃんこやふぐ…季節の食材を生か
した鍋が選べます。さらに日本料理ならでは
の手間隙をかけた小鉢や八寸盛り合わせなど
も付く全7品の豪華版です。個室･座敷のあ
る落ち着いた空間での上質な料理、幹事の
株を上げる ホテル宴会 で決まりです！

お得!!

住／北区清水本町18-2
営／月〜金・日祝11:00〜翌2:00、
土・祝前日11:00〜翌3:00、無休（年末年始も無休）
収／最大126人 駐／36台 ※価格はすべて税別
検索 ←

写真は「4000円コース」のすき鍋の鴨鍋。すき鍋は鴨・牛・馬から
選べます

◎団体におすすめ

「リビングを見た」
で
鍋プランを5人以上で
利用すると

住／ 中央区東阿弥陀寺
町2-1階
営／17:00〜21:00os
個室料が無料！ 収／最大64人
※価格はサービス料・
H30.12.1 〜 H31.1.31まで
税込

FORNO & BAR

Pino

ホテルの和食コースがこの価格！
★忘年会・新年会
「選べる鍋プラン」4000円〜

【4000円コース】
お好みの鍋（ちゃんこ鍋、熊本ブラ
ンド豚のおろし鍋、すき鍋から選択）
小鉢、八寸盛り合わせ、お造り、揚げ物、
ご飯（香の物）、水物
◎飲み放題は＋2160円（5人〜）
平日120分、金土日祝100分

●予算で選べる鍋プラン

5000円コース

真鯛しゃぶしゃぶ鍋

8000円コース
ふぐ鍋

1万円コース

贅沢ふぐづくし（白子、
ふぐのしゃぶしゃぶ付）
※2人〜前日までの予約制
※ふぐコースは2日前まで
に予約

Point

☎096（354）0135

こだわり
料理

幻の高級和牛 尾崎牛 と食べ比べ！
リビングだけの特別コースです
パリの一流店をはじめ、世界が熱望する
「尾
崎牛」。東京では仕入れ不足で価格が高騰す
るほど希少な幻の和牛なんです。ピノはそん
な尾崎牛をはじめ、各地の厳選和牛を使った
料理を楽しめる店。今回は特別に、尾崎牛
と和牛食べ比べコースを作ってくれました！
お肉メインで全6品・飲み放題2時間も込み。 コースは前菜盛りからこだわってます！（4人前）
一度食べたら感動する 本物の味 をぜひ。
あの 尾崎牛 も付いてる！
★ステーキ付リビング特別コース
泥武士

◎団体・ファミリーにもおすすめ

カラオケクラブ ダム

◎アルコール飲み放題付き

蟹とサーロインステーキのほかにも…
ローストビーフと季節野菜のサラダ、阿蘇
自然豚のロースト、ズワイ蟹のクリームパ
スタ、海老のマヨネーズソース和え…など

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

● 茶以香

長崎
書店
●

セブン
イレブン ●

ホテル日航
通町筋 熊本 ●

◎団体におすすめ

Pino

●●

上通
郵便局
●
水道町
電停

国道3号線

清水小
●

Point

こだわり
料理

「リビングを見た」
で
10人以上で5400円の
コースを前日までに予約

上乃裏通り

GS

坪井
川

●
3

熊本電鉄

●

●
JA北熊本

カラオケ
CLUB
DAM

☎096（354）2634

上通り

you+you 至植木
くまもと ●

サンシエロ

昨年大好評だった「蟹＆ステーキ」フェアが
さらにグレードアップ。3種のソースで味わ
う本ズワイ蟹、上質な豪州産のオーガニック
牛のサーロインステーキがなんと食べ放題！
2大メインのほかにも豪華食材を使ったイタ
リアン＆中華メニューが30種も並びます。 身がぎっしり詰まったズワイ蟹と、肉の旨みを存分に感じられる
ソフトドリンク飲み放題で4800円、アルコ オーガニック牛のステーキ
●飲み放題付きがお得
ールを付けても前日予約で5400円！
前日までの予約で割引！
ソフトドリンク飲放付き
★本ズワイ蟹＆オーストラリア産
…4800円
オーガニックビーフフェア
ソフトドリンク・アルコ
お得!!
◎団体におすすめ
通常6000円→ 5400円
ール飲放付き …6000円

上乃裏

会社の宴会にも最適な﹁ダブルメインの厳選コース﹂

ドリンクバーにソフトクリームも付
いてます。 評判の味を好きなだけ！

★パーティーコースお得情報

キッズルーム

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

10 〜 20人の宴会にぴったり！
満足度で選ぶならホテルの鍋プラン

アムルーム」、「キッズルーム」や女性向けの「エレガントルーム」、

ママ友の集まりや誕生日会に

＜IV＞

食べ放題の決定版、ズワイ蟹＆
サーロインステーキを好きなだけ！

東阿弥陀寺

清水本町

カラオケCLUB DAM
熊本清水店

5000円

お得な平日プランも
★ 平日限定コース

東阿弥陀寺

元祖・中村屋

風情ある坪庭を照らす幻想的なイルミネーション︒
女子会でも盛り上がりそう！

健軍

和旬酒繁

リビング熊本

http://www.livikuma.com/odekake/

住／中央区水道町4-3-2階
営／11:30〜15:00、月
〜木＝18:00〜23:00、
金土祝前日＝〜24:00、
日・祝＝17:00〜23:00、
火曜休 収／最大52人

全6品

5000円（税込）

◎2時間飲み放題付き
前菜盛り合わせ、サラダ、アヒージョ、
お肉料理、ピザ、デザート付き
※コースは2人〜
ほか4000円〜コースあります

落ち着いた雰囲気のおしゃれ
な店内は、女子会にも人気

