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2019年10月26日

土曜日

地元食材を使った料理や、採れたて新鮮野菜。和水町の 美味しい が会場に集結！

11月3日「ナゴミテロワールマルシェ」初開催

「32周年記念コース」
、11月末まで3200円
（税別）

花の香酒造(株)

利用は２人〜・前日

までの要予約です

昭和最後の年にオープ

ンし︑平成︑令和と時代

を経て愛される名店﹁儷

周年記念コース

周年記念コース

匠壱さんをはじめ︑熟練

の技が光る至福の料理が

いただけます︒昼夜利用

できるので︑各種お祝い

利用は２人〜・前

分〜午

事や早めの忘年会にいか

が？

時

日までの要予約︑期間は

営業／ 午前

分

分 ｏ ｓ︑ 水 曜 休︑

分ｏｓ︑５時

30

15

郷 ﹂︒

後２時

11

日︵土︶までです︒

顧に感謝して〟と︑通常

〜８時

月

５０００円の内容が︑な

が 登 場︒〝 日 ご ろ の ご 愛

んと３２００円︵税別︶の

◎天使エビの湯引き ◎りんどうポークの四川風ソース
◎豆腐と生ホタテの揚物 香港風
ウズラの卵黄金仕立て
◎高級網笠茸のおこげ ◎出水鶏の揚物 山椒風味
◎クラゲとフルーツの冷菜
◎エビのチリソース アボカドオーブン焼き
◎大根みぞれスープそば ◎10年紹興酒プリン

※仕入れ状況によりメニューが変更になる場合が
あります。写真はイメージです

毎 年 好 評︒ 今 年 は
﹁ワンピース﹂上映

〝未来を担う子どもた

ちが︑映画を通じて心豊

かにのびのび育つよう

に〟という願いを込めて︑

今年も﹁熊本東急グルー

プ﹂による無料映画鑑賞

会 を 開 催 し ま す︵ 協 賛・

ダイドードリンコ︑Ｄｅ

今回は︑この夏大ヒッ
鑑賞できます︒場所は新
先︑保護者の付き添いが

時〜︑電話で！

11

ｎｋｉｋａｎ︶︒

月４日

Ａプラン …………… 6000円
Ｂプラン
（ワイン付）
・6300円

中学生以下の子ども優

大人……5000円 シニア…4700円
小学生…2200円 4歳以上…1000円

市街 のＤｅｎｋｉｋａｎ︒ 必要です︒申し込みは

【料金／税別】

ビュッフェ＋飲み放題
（120分）
通常 7150円 →

11

トした映画﹁ワンピース

※120分の時間制

お得な
「早割プラン」※税込

スタンピード﹂を無料で

ンス・ベルギー・スイス

11/1（金）〜 2019.12/31
（火）
まで
17:00 〜 21:00（最終入店20:00）

30

32 ＜お品書き・全9品＞

熊本東急グループ
﹁早割プラン﹂は︑前日までの要予約・２人〜︒グルー
プ全員の利用・各種割引対象外です

⁝と世界各国のチョコを

本ズワイ蟹︑ブリしゃぶ︑各国のチョコも

﹁フォンタナ﹂の代名詞

【ディナー】 本ズワイ蟹の食べ放題＆ワールドショコラフェス

11

11月17日、熊本東急グループ 無料映画鑑賞会

レストラン フォンタナ
ともいうべき毎年大好評

ーツがお目見え︒噂の第

４のチョコ〝ルビーチョ

※11/26 〜 12/9の女子ハンドボー
ル世界大会期間中は、貸切のためフ
ォンタナは利用できません

の〝本ズワイ蟹食べ放題〟 使った特製ショコラスイ

コレート〟も登場すると

※早割プランは除く

月から登場！

脂ののったブリのしゃ

ディナーをネット予約
すると10%OFF

が︑

ぶしゃぶや若鶏のブルゴ

は﹁早割プラン﹂が◎︒ホ

忘年会など各種宴会に

テルなら大人数でも安心

のこと︑必食です︒

に︑みんな大好きなアン

して利用できます︒早め

ーニュ風赤ワイン煮込み

ガス牛のステーキも食べ

の予約がお勧めです︒

などご馳走ばかり︒さら

放題︒ヘルシーで旨みた

問い合わせ・予約／

☎ ０９６︵３２６︶
５００２

っぷりの味わいです︒

センスが光るデザート

も特別バージョン︒フラ

お得!!
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30 20

32

検索 ←

儷郷

親子で 人気映画 を楽しめる無料イベント。受付は11月4日、先着順です

贅沢すぎる 新ホテルビュッフェ

本ズワイ蟹＆ワールドショコラフェス
ニューオータニホテルズ ザ・ニュー ホテル 熊本

個室完備︑駐車場あり

アンガス牛のステーキが食べ放題！

※画像はポスターイメージ

住所／中央区白山３ノ１

※R1.11.3限定、無くなり次第終了

四季折々の厳選された

〔玉名郡和水町西吉地2226-2〕

大盤振る舞いです︒

至菊水IC

マラソンコースは9:20〜11:40まで通行止め。
迂回路に関する問合せは花の香酒造まで。車の場合
は南関ＩＣ方面より来場してください

☎０９６
︵３６６︶
４６８８

オリジナルグッズ
プレゼント

花の香酒造
（花回廊）

ノ５ノ２階

花の香酒造ギャラリー
「花回廊」にクーポン持参で

●
ＧＳ

高級食材をふんだんに使

●日時／ 11月3日（祝・日）11:00 〜 15:00
●会場／ 花の香酒造周辺
●問合せ／ ☎0968（34）3333

用︑オーナーシェフ河野

月３日︵祝・日︶︑﹁金

栗四三翁マラソン﹂で盛

り 上 が る 和 水 町 で︑﹁ 第

１回ナゴミテロワールマ

ルシェ﹂が開催されます︒

熊本を代表する酒蔵の

一つ﹁花の香酒造﹂を中心

に︑マラソンコースの側

でさまざまお店が登場︒

●

第１回ナゴミテロワールマルシェ

花の香酒造

三加和
郵便局
●

マルシェ
会場

11

読者限定 COUPON

歴史と文化の
ふれあい広場

至南関IC

儷郷（れいきょう）

四季

シェフ特製の地元野菜

を使った創作料理やカフ

ェ︑電動自転車﹁ｅＢＩ

ＫＥ﹂の試乗会も実施し

ます︒ランナーを応援し

ながら楽しんで！

Ｐ

旧春富小
グラウンド

愛され続けて32年。感謝を込めた、儷郷だけの至福の中華コースが登場です

〜子どもの豊かな心と成長のために〜

11月17日（日）映画鑑賞会

上映作品「ワンピース スタンピード」

会場／新市街 Denkikan
時間／10:00 〜（開場9:30）
上映時間 約2時間

参加費／無料 定員／ 100人
対象／中学生以下のお子さんと保護者
（参加は子ども優先。子ども1人に複数人
での付添いはお断りする可能性あり）
● 来場したお子さんには、お菓子や
ドリンクのプレゼントも！
申込み・問合せ／熊本東急REIホテル

☎096（322）0109

受付は11月4日（振・月）11:00 〜15:00
※参加申込みは先着順、定員に達し次第
受付終了

親子で楽しく映画鑑賞。先着順なのでお早めに申込みを！
（ポスターイメージ）©尾田栄一郎/2019「ワンピース」制作委員会

