※写真は Ｃ／喜久屋 の昼食と亀萬酒造︵下︶

2018年12月8日

土曜日

＜4＞

個人では叶わないメニュー＆行政からの助成ありで特価5900円。各日40名限定です

すぐに電話を！ 完売必至 県南よくばりツアー
旅行企画・実施／熊本電鉄旅行センター

温泉・体験・グルメ
全部イイトコどり！

県南人気ツアーが今年

味がある縁起物の鏡餅︒

康や幸せを願うという意

で食べることで１年の健

を︑鏡開きの日にみんな

神様の力の宿った鏡餅

レーンの４種の味が楽し

糖・青のり・黒ごま・プ

１㎏入り１６７４円︒黒

※価格は全て税込

しの２日前までです︒

〜︶︒ 鏡 餅 の 予 約 は 受 渡

も可能︵販売は 月

５ ０ ０ ｇ 入 り ８ ７ ４ 円︑ 購 入 で き︑ 当 日 の 購 入

も人気の﹁かきもち﹂は︑ 内百貨店やスーパーでも

水道町本店

めます︒

12
26

日

営業 ／午前 時〜午後７時

３ ０ ０ ０ 円 以 上 予 約 で︑ 東バイパス西原店

創業１００年以上︑変

※両店とも火曜休︵元日

わらぬ味で愛され続ける

店頭受取時に﹁くまモン

〜１月４日休︶

時︵日曜＝〜３時︶

もち米や北海道産あずき

の大福﹂を進呈︒正月用

☎ ０９６︵２８５︶７６３５

営業 ／午前９時〜午後７

など原料にこだわった百

の小餅︑あん餅は水道町

の上にデコレーションさ

老舗︑米白餅本舗の正月

年餅︒のびがよく︑もち

本店︑西原店のほか︑県

れ た 美 し い デ ザ ー ト は︑

日︵土︶〜 日

住所 ／中央区水道町８ノ１

もちの食感が特徴です︒

の食材をふんだんに使っ

レストランでしか食べら

水 道 町 本 店︑ 西 原
店限定の特典です

また子どものおやつに

た料理の数々⁝︒ソース

れません！ 最初から最

餅で平成最後の新年を祝

年に１度︑クリスマス

からパンまで一から手作

後まで︑驚きと新鮮なお

月

☎ ０９６︵３５２︶２３６７

の時だけ頂ける特別なデ

りする︑ほかでは味わえ

いしさとの出合いを楽し

25

日︵火︶までに

ィナーは︑大人の楽しみ

ない料理がいただけま

12

月

でもあります︒今年のク

す︒手間を惜しまないク

んでみてはいかが？

保存料や

リスマスは︑フレンチの

リスマスだけのスペシャ

落ち着いた店内で素敵な時間を…

いませんか？

名店がこの日のために用

ルなコースです︒

〔中央区水前寺公園7-45〕

添加物を使用せず︑県産

意する美味で︑心に残る

●●

10

検索 ←

お正月用餅商品を3000円
（税込）以上予約すると
プレゼント ※店頭または電
話予約に限る。正月餅の店頭
渡しは26 ～ 30日まで

１万9980円（３～４人前・税込）

水前寺公園
電停

●そのほか特選ツアー情報のパンフレットは、熊本電鉄各駅・電車内・路線バス車内・
電鉄本社・辻久保営業所・銀座通りアンテナショップで！ 詳細は問合せください

米白餅本舗

時間を過ごしませんか？

はお早めに︒

出水
ふれあい通り

観光庁長官登録旅行業第 2042 号 総合旅行業務取扱管理者 西村紗季
※道路状況により行程が変更になる場合があります ※写真はすべてイメージ

鏡餅

小…594円／１㎏…1566円

くまモンの大福（2個入）

迎春用洋風オードブルセット
県庁
通り

れすとらん

ボナペティ 十徳や

さらに︑ぜひ食べてほ ︵火︶までの４日間︒予約

しいのがデザート︒お皿

水前寺公園

● 九州記念病院

25

ひと味違った楽し
みの︑洋風おせち

パーティ感もあり︑お

酒にも合う洋風おせちの

予約も受付中︒オマール

海老やアワビ︑フォアグ

ラなどの豪華食材を︑洋

食ならではの味わいで楽

分〜午

30

しめます︒毎年完売の品

11

時

30

営業／午 前

分分ｏｓ︑木

分ｏｓ︑５時

30

です︒お見逃しなく︒

後１時

分〜７時

曜休︵元日・２日休︶

☎ ０９６
︵３８５︶
１０２３

30

シェフ自らが市場に出

向き︑目利きで選んだ旬

オードブル２品、スープ、魚、肉、デザート、自家製パン、コーヒー
料金／ 7000円
（肉料理が国産ロースの場合）
8500円
（肉料理が国産ヒレの場合） ※すべて税別

22

月︹つなぎ︺コースは

米白餅本舗

【要予約】 Xmas限定コース

全！

新年の開運を願う
「百年餅屋」
の正月餅

検索 ←

12

はさらにパワーアップ！

熊本

海の幸と温泉を満喫︒ス

ボナペティ

イートスプリングも５個

ボナペティ

・安
☎096(345)1111 安自心
社バス運行

25日までの早期予約で、くまモンの大福（非売品）プレゼント！

年に１度のお楽しみ。Xmas特別コース
レストラン

12

受付/8:30 ～17:30（土日祝休） 中央区黒髪3-7-29
●電鉄本社は無料駐車場完備（要予約）

3/12㊋、
17㊐、
22㊎

行程／城彩苑（8:50）ほか＝【A:御立岬「塩むすび館」で
塩作り体験＆「えび庵」ランチ】or【B:道の駅あしきたで
いちご狩り＆
「ぎゅーぎゅー亭」芦北牛焼肉ランチ】＝道の
駅あしきた＝御立岬温泉センター＝市民会館（17:30頃）

お正月の洋風おせちも残りわずか

もらえちゃいます︒１月

お酒との相性抜群！

※写真は「ぎゅーぎゅー亭」焼肉3人前

︹水俣︺コースは︑クマデ

※乗降カ所は全行程、辻久保・電鉄本社・城彩苑（下車は市民会館）・宇土
駅東口に停車 ※すべて最少催行人員35人、昼食1回、添乗員同行 ※小学
生以上同額・幼児要問合せ ※水俣・芦北地域振興推進協議会より助成

5900円

湯 の 鶴 温 泉︒

大人1人・税込

●湯の鶴…A/あさひ荘、B/鶴水荘、C/喜久屋、D/鶴の屋
●湯の児…E/昇陽館 F/海と夕焼け

or

ン定番人気の選べる食事

●食事＆温泉は申込み時に伝えてください

問合せ・申込み

＆湯の児

塩づくり体験orいちご狩り
設定日が豊富！
【2月3月・葦北郡芦北コース】 2/3㊐、
15㊎、
22㊎

いちご

湯の鶴:1/17㊍、
31㊍
湯の児:1/19㊏、22㊋

or

２月３月は︹芦北︺で話題

行程／城彩苑（8:50）ほか＝亀萬酒造＝
湯の鶴or湯の児温泉【下記A ～ Fより選
択！】
＝はぜのき館【ろうそく絵付け体験】
＝鬼塚日昭堂＝道の駅あしきた「でこぽ
ん」
＝市民会館
（18:30頃）

の塩づくり体験

5900円

12/26 ㊌

狩り︒それぞれに違う昼

設定日

大人1人
税込

5900円

行程／城彩苑（8:50）ほか＝亀萬酒造＝【体験】スイート
スプリング狩り（試食＋1人5個プレゼント！）＝【昼食】つ
なぎ温泉「四季彩」でツアー特製昼食＆入浴も＝道の駅
あしきた「でこぽん」
＝市民会館（17:30頃）

食も楽しみ︒すべて入浴

設定日

＆お土産付で５９００円

まだ間に合います！

は破格︒早い者勝ちです︒

特製昼食＆スイートスプリング

【12月・葦北郡つなぎコース】
大人1人・税込

【1月・水俣 コース】選べる食事＆湯の鶴・湯の児温泉

協賛／水俣・芦北地域振興推進協議会、道の駅あしきた「でこぽん」

オマール海老のゼリー寄せ・アワビの柔
らか煮・フォアグラのムースなど全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

●百年小餅（１㎏）…1468円

※500ｇは745円

●百年あん餅（５個入り）…621円

