リビング熊本創刊33周年企画 プレゼント特 集

土曜日

※前日までの要予約
※利用は2人～（全員が同コ
ースをオーダーして下さい）

菜譜／メニュー

古今堂

花彩美小
前菜彩々

韮黄鮮

片

フカヒレ、和牛、手長海老、ガラカブ…食材も多彩で豪華

ヤリイカと黄ニラの炒め

味わいは感動ものです。

中国四川料理 桃花源 本店

上品な酸味がポイント

産地直送便 お茶の福本園

10120・712・200
D096
（232）
1495

営業／9:00～18:00、不定休
住所／菊陽町戸次48-2（空港下）
お茶の福本園

検索←

http://www.fukumotoen.net/

甘くまろやかな
「ふかむし茶」
おいしい新茶ができました

お茶の福本園

農林水産大臣賞など多数受賞

製造直売だから叶う良心価格です

夏は涼やかな水出し煎

●菅乃屋

●エミナース 至健軍

お 茶 好 き さ ん に 人 気、 濃厚な味わいが愉しめま

茶 も オ ス ス メ。「 手 軽 な

益城熊本空港

白折も人気です。

新芽の柔らかい部分の

ティーバッグなど、品ぞ

お茶の福本園

福本園の「ふかむし茶」。 すよ。お手頃価格の芽茶・

みを贅沢に使用し、豊富

ニコニコ
レンタカー ●

熊本益城大津線

熊本空港線

看板
●●

新茶が好評発売中です！

な蒸気で深く蒸した「ふ

ろえ豊富です。ぜひご来

※メールはQRコードから
※ハガキは6ページへ

店下さい！」とスタッフ。

至菊陽バイパス

※税別

あて先はリビングへ

か む し 茶 」。 渋 み が 少 な

白川

く、甘み・うまみのある

（100ｇ・本体小売価格1200円）

検索 ←

桃花源 本店

新茶ならではの爽やかな香り。旬の味わいに癒
されます

ふかむし茶「誉（ほまれ）」

牛、高級食材・フカの胸

四川料理の名店として

のガラカブは、じっくり

予約・問合せ／11:30～21:30
住所／中央区城東町4-2
熊本ホテルキャッスル地下
提供時間／11:30～21:30（21:00os）

あて先はリビングへ

プレゼント

ヒレとカニ肉の旨みの競

全国にその名をとどろか

揚げてあるので骨までバ

☎096（326）
3368

「令和餐」の
ペア利用チケット

5人に

こだわり尽くしの
全９品５０００円

せる「桃花源」。令和とい

リバリいただけます。し

プレゼント

演…、前半だけで豊かな

う新しい時代を祝う特別

めのご飯ものは、ホタテ

1人に

なコースが誕生、好評に

蛋撻

つき６月末まで利用期間

雪

柚子シャーベットとエッグタルト

貝柱のチリソース丼。最

三種キノコのスープ

後は、温・冷のＷで楽し

営業／11:00～14:00os、
17:00～22:00os（新外店は
11:30～22:30os）、無休、
Ｐあり

竹蓀三菇湯

が延長されました！

新外店

ホタテ貝柱のチリソース丼

めるデザートまで。これ

☎096(334)9377

乾焼貝崧飯

心躍る鮮やかな前菜か

けやき通店

ガラカブの黒酢入り甘酢ソースがけ

らスタート。やさしい味

田崎市場通り店・けやき通店・新外店

☎096(312)1455

炒め

油淋酥鮮魚

※メールはQRコードから
※ハガキは6ページへ

寿司・刺身・天ぷら付「デラックス
御膳」
２２６８円が１６２０円！

十徳や

田崎市場通店

☎096(331)1388

海宝蝦

のコスパと内容です。

熊本陶器（株）

土日の夜は除く R1.6.1～7.31まで

選べるメインが幅広く人気の「得徳

扌※税込、他券併用不可、何人でもOK、

この時期は、長寿祝い

デラックス御膳
2268円→1620円

か ら で も 購 入 で き ま す。

けやき通店・新外店
【昼夜ＯＫ】クーポン提示で

ポップなデザインから

や厄入りなどのお祝い・

ューム満点で、男性も大

十徳や 田崎市場通店・

有名ブランドまで、幅広

いラインナップが魅力の

返礼品にぴったりな商品

満足。昼は全メニューに

リビング く～ぽん

御膳」も、ランチ限定で１０００円に

同店。特別価格のコーナ

旬の美味が気軽に味わ

さらに、クーポンなら

同 店 自 慢 の 寿 司・ 刺 身・

ドリンクバー付きです。

天ぷらを贅沢に楽しめる

度は食して欲しいお得御

昼は得徳御膳１３８２

デラックス御膳２２６８

膳が昼夜そろいました。

円が１０００円。チキン

※メールはQRコードから
※ハガキは６ページへ

円も１６２０円に！

あて先はリビングへ

南蛮やハンバーグなど気

500円分のお食事券
２枚プレゼント！

検索←

分で選べるメインはボリ
写真はデラックス御膳。新鮮活魚の旨味を贅沢
に召し上がれ ※価格は税込

える「十徳や」。この夏一

熊本陶器 facebook

を多数取りそろえていま

営業／9:00～17:00
（日祝日＝10:00～
17:00）
、
無休、
Ｐあり
住所／南区流通団地2-2

す。婚礼の引出物の相談

☎096(377)2424

ーもあるので、まとめ買

→Ｑ Ｒコードから
フェイ ス ブックを
チェック！

タオルや寝具などの日用品も充実！

いする人も多いのだそ

※メールは
QRコードから
※ハガキは
6ページへ

も気軽にどうぞ。

※来店できる人に限る
あて先はリビングへ

う。お皿やお茶碗は一枚

はらぺこあおむし
こども食器ギフト引換券

検索←

普段使いから贈り物まで
お得な価格で食器がそろう

受付／9:00～17:00、土日祝休 古今堂

プレゼント

豆

手長海老の豆

1 0120・1592・23（代表）

生チーズ饅頭「一五九二」
お求めは右記店舗で！

脯翅

フカ胸ビレとカニ肉の
牡蠣ソース煮込み

わ い の ヤ リ イ カ の 炒 め、 で５０００円とは、驚き

ピリッと辛さが効いた和

あて先はリビングへ

プレゼント

蟹肉

・JR熊本駅店 営業／8:00～21:00
・阿蘇くまもと空港店 営業／7:00～20:00
・あそりんどう 阿蘇ファームランド店
営業／9:00～17:00

熊本ホテルキャッスル

菓舗

さわやかなレモン風味と、とろける食感

とろける食感はそのま

場しました。

まに、レモンピールと天

草の天日塩を使用。夏の

お茶請けにもピッタリな

さわやか風味で、昨年も

夏の手土産にも喜ばれます

阿蘇山の麓で、地元産

と熊本県産の原料にこだ

わってつくられるチーズ

饅頭
「一五九二」
（ヒゴク

※6月30日（日）まで

和牛ロースの四川ソース

※メールはQRコードから
※ハガキは６ページへ

30人に

令 和 餐（れいわさん）
5000円（税・サ別）

麻辣和牛排

プレゼント

「一五九二・夏の1592セット」
994円相当（各３個入り）

5人に

ニ）
」
。自家製チーズと生

地をしっとりと焼き上げ

大 人 気 だ っ た 一 品 で す。

ぜひ味わってみて。

20人に

たこの看板商品に、夏季

限定
「夏の１５９２」
が登
「夏の1592（ナツノヒゴクニ）」。冷やしたり、
凍らせたりすると、さらに美味しく食べられます

～改元記念特別メニュー～

料理長一押し！ 新しい時代の始まりを祝う
改元記念特別コース「令和餐」、期間が延長

2019年6月1日

阿蘇生まれの生チーズ饅頭
夏の１５９２が今年も登場

＜9＞

