四季

コスパ
良し

☎096（326）5004

洗練された味わいでボリュームも
大満足。上質空間で貸切もOK
見た目も味わいもお洒落、やっぱりホテル
の中華は違う！ と食通に愛される同店。王
道＆人気メニューばかり全8品のコースなら、
お腹も心も満たされること間違いなし。せっ
かくなら豪華に…という人には、ふかひれ姿
煮付きのコースも用意。どちらも2時間飲み
放題付きで、コスパも最強クラスです。日〜
木曜ならさらにお得に利用できますよ。

幹事1人分
無料に！

全8品コース

6000円

1万円

ふかひれ姿煮コース

◎料理＋2時間飲み放題付き（税・サ込）

新町

熊本駅前

フォンタナ

ワイワイ
楽しく

レストラン

●

●

◎女子会におすすめ

ドラッグイレブン
●

東バイパス
●
マルショク

Point

ザ・ニュー ホテル 熊本

くりの実
カフェ

20人以上の予約で

期間／ 2019年1/31（木）まで〈除外日：12/28 〜 1/6〉月曜定休
時間／ 17:00 〜 21:00（最終入店20:00）

こだわり
料理

おしゃれな店内で、カフェだけでなくラン
チ・ディナーでも「本格派の味を楽しめる」と
ファン多数。見た目も素敵なシェフこだわり
の料理は、どれも食材をいかしたやさしい味
わいです。パーティプランは自家製ベーグル
やおさかな、お肉…自慢の料理のオンパレー
ド。ノンアルカクテルも含んだ飲み放題2・
5時間付きなのも嬉しいポイントです！

出水ふれあい通り

住／西区春日1-13-1
ザ・ニュー ホテル 熊本
地下1階
収／最大58人
（個室4室／同企画利用
は最大50人まで）

500円OFF

Point

2・5時間飲放付きで3500円
ゆ〜ったり女子会に重宝する店

平田ナーセリー

★【ディナー】忘新年会プラン 〜中華おすすめコース〜

☎096（223）5630

上江津湖

四季の人 気メニューばかりを集めた特別コース

◎団体におすすめ

くりの実カフェ

ゆめタウンはません●
浜線バイパス

お得!!

日〜木曜に予約すると
両コースとも

江津

Point

刺身風サラダやエビ春巻︑チャーハン︑デザートまで大満足

※利用は６人〜・２日前までの要予約
※特別企画商品のため︑各種割引対象外

熊本駅前

ザ・ニュー ホテル 熊本
中国料理

お で か け ガ イド

2018▶2019

リビング熊本

＜V＞

交番
●

ひもの 居酒屋

しん寅゛
（しんどら）

11月中のパーティプラン予 約で
3人に1つ ケーキサービス！
★パーティプラン

住／東区江津2-28-30
営／昼＝11:00〜
14:30os（土日祝〜15:
00o s）、夜＝18:00〜
21:00os ※定休日なし
収／最大50人、
Ｐあり

☎096（355）4554

☎096（326）5002

一品ひと品、女性ゴコロをつかむ手作り料理（写真はパーティコース例）

（税別）

3500円

◎全8品、2・5時間飲み放題付き

①前菜盛り合わせ、②自家製パンの
盛り合わせ、③季節野菜のサラダ、
④おさかな料理、⑤お肉料理、⑥ピザ、
⑦パスタorペンネ、⑧デザート
※予約は3人〜、25人〜貸切ＯＫ

このケーキがもらえます
※大きさは11ｃｍ

Point

こだわり
料理

熊本のホテルビュッフェを牽引する同店の
本ズワイ蟹食べ放題 がこの冬はバージョ
ンアップ！ 豪快な肉が食欲をそそる、ブラ
ジル版ＢＢＱ シュラスコ も同時に堪能でき
ます。さらに飲み放題には、ソムリエがセレ
クトした赤・白・スパークリングのワインが
10種も。スイーツも好きなだけ楽しめるの
で、女子会やファミリー忘年会にも◎です。

舌の肥えた食通が「美味い！」
とうなる「しん
寅゛」の料理。全国の干物職人から直送され
る特別な干物と、野菜ソムリエのオーナーが
厳選した旬野菜を堪能できます。冬イチオシ
は、希少な高級魚あら（クエ）を使った「あら
鍋コース」。極上の白身を刺身、唐揚げ、鍋 旬の野菜や干物など、こだわり抜いた素材は備長炭で香ばしくじっ
くり焼き上げます。全国の希少なお酒も豊富 ※画像はイメージ
に。あらダシがコク深いシメの雑炊まで贅沢
です。予算・要望に合わせた提案もおまかせ。
幻の高級 魚 として名高い
★ 年忘れ
鍋の王様「あら
（クエ）」に舌鼓…
飲み放題コース
至上熊本駅
◎団体におすすめ
★ あら
（クエ）
鍋コース
◎全8 〜 9品
円

同店自慢の本ズワイ蟹に加え、大迫力のシュラスコも登場します

ソムリエ厳 選ワイン＆スパークリングも飲み放 題！
★【ディナー】忘年会・新年会プラン
本ズワイ蟹&シュラスコ＆苺スイーツ

◎団体におすすめ

☎096（342）0029
☎096（370）0555

ほか、鍋コースも充実！とらふぐ、馬しゃぶ、海鮮トマト鍋料理など

Point

コスパ
良し

肉、魚、鍋…。200種以上の豊富
なメニュー×良心価格で大満足！

【飛田バイパス店】
◎団体におすすめ
住／北区山室5-5-10
営／18：00〜翌2:00、
不定休 収／全80席
【平成けやき通り店】
住／南区出仲間1-5-21
営／17：00〜24:00、
不定休 収／全100席
※価格はすべて税込

写真は4000円コースの一例

円︵馬刺し付全９品︶

生け簀の新鮮活魚やジューシーな肉料理な
ど、バラエティ豊かな旬の料理がお得に楽し
める同店。平日限定でお得な「然やコース」
を
はじめ、抜群のコスパは職場や友人など大人
数での宴会にもってこい。人気の鍋コースは
2800円〜、飲み放題は1500円です。毎週
火曜は、生ビールが何杯飲んでも1杯180円！

４０００

● そのほかのおススメコース ◎どちらも2時間飲み放題付き
・月の喜楽コース特別版……4500円（全９品）
・郷土コース…5000円〜（馬刺しなど熊本ならではの料理全9品）
※メニューは仕入れによって変更あり※コースは２人〜

飛田
けやき通

然や

季節の前菜、あら入り刺身盛合せ、あら
の唐揚げ、金目鯛の一夜干し、あら鍋、
シメの雑炊…など

110分飲み放題付
5000円・6000円・
7000円
※内容の変更は相談を

４３００円 ↓

最大35人収容できるゆったりとした個室完備

四季彩居酒屋

7000

◎＋2000円で110分飲み放題

◎2時間飲み
放題付き

●「リビングを見た」でお得
・料理9品＋飲み放題120分付………通常3800円→3500円
・料理10品＋飲み放題120分付 ……通常4800円→4500円
※4人〜、土日祝・祝前日は通常料金、前日までの要予約

●毎日限定10食 ステーキ祭開催中（11/30まで）
ロースステーキ200g…690円

★ 平日限定！﹁然やコース﹂が﹁リビングを見た﹂で

●黒亭

●熊本信金

住／西区二本木1-3-6
営／17:00〜24:00
（23:00os）、不定休
（12/31〜1/2休）
収／最大60人 ※カード
可、個室・座敷有、P有

鍋または
せいろ蒸し

至熊本駅

住／中央区新町4-2-11
アクト5ビル 2階
営／17:30〜翌0:30ｏｓ
無休（12/31〜1/3休）
収／40席、最大32人
※要予約 ※税込

刺 身 ５ 点 盛り・ 馬 刺し盛り・ 牛ロースステーキ・ 天ぷ
ら盛り合せ・１２０分飲み放題ほか ※土日祝・祝前日
は通常料金︑４人〜︑前日までの要予約

田崎橋
電停

坪井川

二本木口
電停

●
KAB

◎団体におすすめ

円

白川

月の喜楽 ●

至 東 バイパス

熊本駅

● 森都心プラザ
産業道路

４５００

炭火焼きの香りが食欲をそそる宮崎名物の
地頭鶏（じとっこ）や、外はパリッと中はとろ
〜りが人気の「とろとろ豚足」など熊本の郷土
料理が楽しめる同店。川沿いの夜景を見なが
ら、ゆっくり過ごせる個室も人気です。最大
35人収容なので大宴会にも◎。球磨焼酎を
はじめ九州の銘柄酒も充実で、料理にも相性
バッチリです。各種コース料理もぜひ。

洗馬橋電停

● しん寅゛

飛田・けやき通

名物、地頭鶏（じとっこ）や熊本の
旬食材を夜景と一緒に楽しめる

★月の喜楽 忘・新年会コース

☎096（323）7355

ゆったり
個室

旬食材せいろ蒸しｏｒ特製寄せ鍋アゴ出汁仕立て ︑白身魚香草焼︑

Point

通常より
1304円もお得！

新町電停 〒

至辛島町

※利用は6人〜・2日前までの要予約
※特別企画商品のため、各種割引対象外

●

●

坪井川

時間／ 17:00 〜 21:00（最終入店20:00） ※120分の時間制

小鉢２種︑韓国風春雨サラダ ︑活鯵姿造里お刺身４種盛︑

月の喜楽

期間／ 2019年1/31（木）まで〈除外日：12/22 〜 25・1/1 〜 6〉

絶品たまねぎ茶碗蒸し︑中華ちまき ︑デザート ︵全８品︶
●２時間飲み放題付き ※税込

二本木

地鶏炭火焼 本家

（税・サ込）

熊本中央
郵便局

◎ビュッフェ＋2時間飲み放題付き

住／西区春日1-13-1
ザ・ニュー ホテル 熊本1階
収／最大100人
（同企画は最大50人まで）

5500円

福田病院

ふっくら旨い！ 全国のこだわり
干物と、
厳選野菜が味わえる店

長崎次郎
肥後銀行
書店
鹿児島本線

冬の味覚の王様 ズワイ蟹 が食べ
放題！ ワイン10種も飲み放題

