春のレジャー特集
宿泊

春の訪れを愉しむ 大人の隠れ宿

グルメ

温泉＆選べる牛ステーキで満喫！

狭霧亭

プレゼント！

※グループ全員可
H31.2.6 〜 3.31まで

検索←

２月末まで。芦北産の牡蠣を豪快に

イベ
ント

●大人

通常3500円→3000円

●小学生以下
（３歳以下は無料）
通常1800円→1500円

南阿蘇村

ホテルグリーンピア南阿蘇
☎ 0967
（67）2131

■住所／阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9
■営業／レストラン11:30〜13:30
os、温泉12:30 〜 19:00
※価格は税込
ホテルグリーンピア南阿蘇

2月24日、
芦北観光うたせ船まつり

●開催日 ２月末までの土日祝日
●時間 11:00〜16:00(15:30os)
●料金 およそ１㎏ /

1000円〜1500円
（税込）
検索 ←

道の駅芦北でこぽん

（JAあしきた
ファーマーズマーケットでこぽん）

☎ 0966
（61）3020
水俣・芦北産の牡蠣は、小ぶりな
がらプリッとした食感が特徴

旅行

■住所／葦北郡芦北町佐敷443
（あしきたICから車で１分）
■営業／9:00 〜 19:30

セントラル病院
国道57号線
至空港

●

☎ 0968（37）
3719

■営業／物産館9:00 〜 18:00
食彩館11:00 〜 21:00
旭志村ふれあいセンター

〔菊池市旭志川辺1886〕

グルメ

旭志

旭志村ふれあいセンター

検索 ←

あま〜い３種のいちごを食べ放題

40

例年大賑わいの「芦北観光う
たせ船まつり」が今年も開催。
無料の塩づくり体験や魚さば
き体験、芦北の特産品販売など
海の魅力たっぷりのイベント
です。当日はうたせ船クルー
ジングもあり！
ぷりっぷりの新鮮焼き牡蠣を
ぜひご賞味あれ！

葦北郡芦北町

道の駅 芦北でこぽん

道の駅

旭志
GS
グリーンロード
●●
エアポートホテル熊本
● 325
●
肥後大津駅
中央
JR豊肥本線
カントリークラブ

お持ち帰りは１００ｇあたり２００円︒
たわわに実ったいちごを存分にめしあがれ

かき小屋

菊池市旭志

道の駅旭志 ホタルの 至鞍岳
生息地
●
旭志村ふれあい ●
四季の里
センター

うたせ船クルージングは 分ほどの運行︒
不知火海の清々しい潮風を感じて！

殻ごと豪快に焼く牡蠣は︑プリッとジュ
ーシー︑潮の風味がたまらない！

芦北の旬の食材がそろう大
型直売所・でこぽん。冬の風
物詩「牡蠣小屋」が今年も評判
です。ほかではあまり食べら
れない水俣・芦北産が楽しめ
る の は、 今 年 は ２ 月 末 ま で。
豪快に、県産牡蠣を味わって。

検索 ←

２月９日（土）〜 11日（祝・月） ●旭志牛 ヒレステーキ・110ｇ
1650円→1129円
（限定50パック）
はお肉の日大感謝セール！期間
※タイムセール14:00 〜
中は、毎日先着100パック限定
●旭志牛 上カルビ・300g
で旭志牛ロースステーキ3750
2940円→2029円
（限定30パック）
円が1929円に（150ｇ×2、１ ●牛・豚焼肉セット・400ｇ
1580円→1029円
（限定30パック）
人１パック限り）。そのほかヒレ、
※価格は税込、１人各１パック限り
上カルビもお得。ぜひ！

至阿蘇

グルメ

和の宿

ホテルグリーンピア南阿蘇
ランチ注文時にクーポン提示で
次回使える
「温泉ペアチケット」

土日祝限定ランチバイキング
温泉＋ ASO あか牛ステーキ付き

コスモス園

■住所／大分県由布市湯布院町
川上811-1
■営業／8:00 〜22:00

趣深い日本庭園とプライベート感あ
ふれる雰囲気の中、特別な時間を…

毎週土日・祝日に開催中、温泉・
牛ステーキ付きランチバイキ
ングは、「大塚牛ステーキ（大人
2500円、小学生以下1200円）」
と「ASOあか牛ステーキ（価格は
右記）」から選べます。食後は温
泉で阿蘇の景色を楽しんで！

リビングく〜ぽん

和の宿 狭霧亭
☎ 0977
（85）4292

３日間限り！お肉の日大感謝セール

コスモス園

由布市湯布院町

＜14＞

適度な霜降りと柔らかな肉質が人気の
旭志牛のロースステーキ︵１５０ｇ ×２︶

【リビング限定】平日宿泊プラン
（3/31 まで、除外日あり）
●カップルプラン
通常1万9980円 →1万 3000円
●グループプラン（大人 3 人以上）
通常1万 9980 円 →1万2000円
※両プランともに部屋は離れ形式
和室・内風呂つき
※ 1泊 2 食、大人1人の料金、税込

イベント

土曜日

旬食材が満載のバイキング料理と︑大塚牛
またはＡＳＯ赤牛ステーキ・１３０ｇ 付

豊後牛と季節野菜︒地元素材をふんだんに使
った︑目でも舌でも楽しめる美食を楽しんで

湯布院中心地から程よく離
れた「和の宿 狭霧亭」。宿泊中
いつでも入浴できる泉質やわ
らかな温泉、露天から望む春
色にうつろう豊かな自然に癒
されて。右プラン予約で夕食
の飲み物無料（〜 3/31）。

2019年2月9日

日時／ 2月24日（日）
10:00 〜 15:00
場所／芦北町漁協芦北支所前広場
（葦北郡芦北町計石 2963）
●計石保育園児太鼓演奏 11:00 〜
●うたせ船クルージング
受付／10:00 〜13:30（当日のみ）
料金／大人 800 円
小学生以下 500 円 ※税込
●塩づくり体験・魚さばき体験
●牡蠣小屋・特産品販売

道の駅「芦北でこぽん」前に、
い ち ご 狩 り 農 園 が オ ー プ ン。
人気の「ゆうべに」のほか、「さ
がほのか」「恋みのり」の３種
が食べ放題！ バリアフリー
設計で、お子さんから年配の
人まで楽しめますよ。

葦北郡芦北町
道の駅「芦北でこぽん」前

いちご観光農園
熊本あしきた いちごの森
☎ 0966（82）4874

葦北郡芦北町

芦北町漁業協同組合
☎ 0966（82）
2066

■営業／8:30 〜17:00、土日祝休
芦北町

観光

検索←

いちご狩り（60 分・税込）
●開催／土・日・祝日
10:00 〜16:00（受付は15:00 まで）
●料金／中学生以上 1800 円
４歳〜小学生 1400 円
※３月〜の価格は変動する場合あり
土日祝日の問合せ☎0966（61）3020

赤い実がなくなり次第終了。ハウス
内なので雨でも楽しめます

■問合せ 9:00 〜 17:00
■住所 葦北郡芦北町佐敷443
（芦北ICから車で約1分）

天草名物「紫ウニ」は3月から！ 日帰りバスツアー or宿泊から選べます

紫ウニ会席と温泉、さらに選べる観光地
桜の名所「十三仏公園」では花見も！

ウニ料理の品数が選択
できる宿泊プラン

天草の春グルメといえば3
月〜 5月に旬を迎える紫ウニ。
漁師直送、その日に獲れたウ
ニだけを提供するから特有の
臭みがありません。濃厚で自
然な甘みはウニのイメージを
変えるほど！ 昼食は生ウニ
をメインにした会席を、観光
は世界遺産登録の﨑津集落の
教会などから選べます。桜の

下田温泉の人気旅館「夢ほた
る」では紫ウニの宿泊プランを予
約受付中。生ウニや軍艦巻きな
どウニ料理の品数で料金が選べ
ます。オプションでウニたっぷ
りのウニ丼も付けられます！

希少でおいしい
深海魚
﹁ベニアコ
ウの唐揚げ﹂
も
注文できます

時期の十三仏公園は、桜越し
に海が望め絶景です。

天草市下田温泉
■日帰りバス申込み・問合せ

■受付／10:00 〜 17:00、土日祝休

※旅行企画実施／九州産交ツーリズム（株）
観光庁長官登録旅行業第1802号
企画協力／夢ほたる、熊本リビング新聞社
検索 ←

●ウニ料理3品…1万4000円
●ウニ料理6品…1万8000円

天草下田温泉 紫ウニ・天然魚グルメバスツアー

大人1人 8980円（税込・子ども同額）
【A.﨑津天主堂】3/2（土）
・9（土） 【B.天草オリーブ園】
・4/13
10（日）
・17（日）
・21（祝・木）
・23（土） 3/16（土）
24（日）
・4/6（土）
・14（日）
・20（土）（土）・21（日）
28（日）
24（水）
・27（土）
・29（祝・月）

桜の開花後は
花見ができます

【C.十三仏公園】
3/27（水）
・30（土）
31（ 日 ）
・4/2（ 火 ）
4（木）

【行程】西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00発）＝天草観光【A.﨑津天主堂、B.天草オリーブ
園、C.十三仏公園】＝天草下田温泉 夢ほたる（紫ウニ会席の昼食・温泉）＝藍のあまくさ村
（買物）＝熊本交通センター付近（18:00頃着）＝西部車庫
※5月の出発も予定しております ※最少催行人員各35人、添乗員同行、昼食1回
※貸切バス運行事業者：九州産交バス（株）、産交バス（株）または同等の会社

左／海の幸づくし、バスツアーの昼食「紫ウニ会
席」 右／十三仏公園では桜と西海岸を望めます
宿泊プランのウニ料理例

九州産交ナイスデイ
ツアーセンター
☎ 096
（325）8242

ナイスデイバス

紫ウニ会席宿泊プラン（税別）

【追加オプション】2160円（税込）
※バスツアー予約時に注文ください
当日注文不可

●ウニ丼の朝食オプション
…………2000円
※GW期間は除外、詳細は旅館へ

■宿泊申込み

天草下田温泉

夢ほたる

☎ 0969
（42）3311
■住所／天草市下田北1366-1
大人1人・1泊2食付き（1室2人〜）
※平日料金、休前日は2000円増
※カード払い不可、別途入湯税150円
夢ほたる

検索 ←

