リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON

グルメ

■拉麺 劉
クーポン持参で

ソフトドリンク

（通常200円・税込）

※利用は１人につき１枚まで・昼夜利用可
R2.3.25 ～ 4.1まで

Ｒ2.3.30 ～ 5.31まで

かなりの反響につき
営業／午前
時
分～午
るロケーションが魅力で

検索 ←

ピースフル優祐悠

広々としたお風呂
疲れがとれる「漢方薬湯」

「ピースフル優祐悠で

利用できます！

ならクーポンで、お得に

癒しの空間で心と体に休息を…

は、コロナウイルス感染

拡大防止のため、お風呂

月替わりは
「サイコ
ロステーキ膳」

マドレーヌ ●

や休憩室・レストラン等、

●
●
●
東バイパス
●
味千
ダイハツ
ラーメン

こまめな消毒や清掃、換

扌

レストランで好評の月

●

マクドナルド

サンピアン

気を行っています。また

ピースフル
優祐悠

お客様にも入館時の消毒

400円

通常500円→

セブン
供 合 線 イレブン
●

にご協力頂いています」
。 替わりメニュー、４月は

【入浴・タオル持参コース】

北バイパス

至東海大

リビング読者限定 COUPON
■ピースフル優祐悠

※１枚で４人まで同時入館利用可、税別
受付10：00～翌5：00、
R2.3.25～5.31まで

す。がっつりお肉を食べ

扌

ここ最近疲れがち、気 「サイコロステーキ膳」で

※１枚で４人まで同時入館利用可、税別
受付10：00～翌5：00、
R2.3.25～5.31まで

て元気をチャージ！ ほ

大人1人800円→600円

子ども1人600円→300円

分がすっきりしない…と

【入浴・館内着付コース】

いう人は、広いお風呂に

リビング読者限定 COUPON

■ピースフル優祐悠

かバラエティ豊かなメニ

サイコロステーキは、ボリュー
ムたっぷり140ｇ！ ほか、フ
レッシュサラダ、スープ、ごは
ん、デザートまで付いています

浸かってゆったり過ごし

1480円（税別）

ューがそろっています。

☎0967
（67）3010

極上みやび鯛、カンパチ、イクラなどを盛り込んだ
見た目も華やかな豪華海鮮丼。味噌汁付きです

ませんか。年配の人にも

熊本高森線

す。ドライブがてらぜひ

●

期間は３月 日～
４月 日まで

中松駅

あそ望の郷くぎの 39

至高森

R2.3.26～なくなり次第終了

道の駅

至西原

そばパスタ１個(180ｇ)
をプレゼント！
扌

×

中松小●
南阿蘇鉄道

【商品についての問い合わせ】
道の駅あそ望の郷 くぎの
あじわい館
営／ 9:00 ～ 17:00、
不定休
※価格は全て税込

分ｏｓ、５時

4月限定メニュー
「サイコロステーキ膳」

人気の
「漢方薬湯」や、香

【道の駅あそ望の郷くぎのあじわい館限定】

ローソン●

25

ピースフル優祐悠

りに癒されるロッキーサ

先着30人、
クーポン提示で

立野駅

■南阿蘇村

325

※②～④店舗では一部商品のみ販売

後２時

かにも各種丼ぶり、荒炊

リビング読者限定 COUPON

（南阿蘇村大字河陽4530）

30

多彩なお風呂でゆったりリフレッシュ！

ウナ（女性専用）
をはじめ

阿蘇の伏流水で育てた
「南阿蘇の米」を米粉に
しました

⑤温泉センター ウイナス

【期間】3月30日（月）～5月31日（日）※写真はイメージ
※利用は2人～、前日までの要予約、飲み物代別途
※仕入れによりメニューが変更になる場合があります

15

足を運んで。海鮮丼のほ

さまざまなお得フェア

きや刺身など定食メニュ

（南阿蘇村大字久石3160）

南阿蘇産 米粉 550円

全９品・通常5000円→4000円
（税込）

30

漢方薬湯やサウナが人気。レストランだけの利用もＯＫ

健康

３つのサウナも完備。今

熊本県産あか牛をふん
だんに使用しました！
30種以上のスパイス
が入った本格風味です

分ｏｓ、水曜

で胃袋を満たしてくれる

ーも豊富です。

店限定のサービスのお知

●住所／宇城市三角町
三角浦868-9
●営業／
11:30 ～ 20:30
（20:00os）
、
店舗詳細↑
火曜休

「浜ん小浦」。今回は天草

らせです。ちょっと特別

（南阿蘇村大字白川2096-1）

④四季の森

分～８時

休、駐車場８台

住所／中央区白山３ノ１

ノ５ノ２階

☎０９６
（３６６）
４６８８

な時に食べたい「豪華海

浜ん小浦 天草一号橋店
☎0964
（54）2505

③南阿蘇村物産館 自然庵
あか牛スパイス
キーマカレー 850円

料理を一新して復活

日

「春味祭」特別コース第

２ 弾 が 決 定！ ３ 月

～５月 日までです。

長年のファンも多いオ

ーナーシェフ、河野匠壱

鮮丼」通常１９８０円を

南阿蘇村

も最適です。南阿蘇の「お

いしい」を、幅広く楽し

めますよ。

（南阿蘇村大字一関1260-1）

さん監修の趣向を凝らし

育む農畜産物を、自宅で

スイーツからお酒
まで種類豊富！

②阿蘇白水温泉 瑠璃
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浜ん小浦 天草一号橋店

R2.3.25～4.30まで

１５００円でサービス！

気軽に楽しめるラインナ

（南阿蘇村大字久石2801）

た全９品（＝下記）
。昼夜

南阿蘇の多彩な農産物

ップが魅力的。素材への

①道の駅 あそ望の郷 くぎの
あじわい館

南阿蘇村産のヒノヒカリ100％の
「南阿蘇の米粉」を使用。しっとりと
した食感と濃厚な甘みが絶品です

20

天草店、豪華海鮮丼が1500円

1500円

※価格は税別

なかなか値引きにならな

を使った食のオリジナル

こだわりはもちろんお洒

商品はコチラで買えます！

ガトーショコラ＆パウンドケーキ
&ロールケーキ 各1080円

30

グルメ

通常1980円→

いメニューなので天草ま

ｇｏｏｄ」
。世

ブランド「Ｍｉｎａｍｉ

Ａｓｏ

南阿蘇産の米やそばを

酎など、子どもから大人

まで楽しめる商品がズラ

リ。熊本県産あか牛と

種のスパイスを贅沢に使

った本格派キーマカレー

ほか、毎日の食卓をちょ

っぴり豊かにしてくれる

南阿蘇グルメをお見逃し

なく。購入は、右下表の

店舗で。ぜひチェックし

てみてください。

30

使った米粉パスタやそば

3 米粉パスタ＆そばパスタ 各390円
阿蘇の伏流水で育てた米とそば粉を使用。
そばパスタは豊かな香りが感じられます

落なパッケージは、自分

150円

界農業遺産にも指定され

2 南阿蘇の炭酸水

名水「白川水源」のミネラル豊富、良質
な湧水を炭酸水に。割り材としても◎

パスタ、無洗米やそば焼

南阿蘇産そばを名水「白川水源」の天然水
で仕込んだ蔵出し限定。ギフトにおすすめ

用だけでなく、誰かに贈

5500円

りたくなるギフトとして

1 そば焼酎

ている、ミネラル豊富な

Minami Aso good
南阿蘇の「so good=とてもおいしい」
にこだわった、オリジナルブランド

伏流水と、豊かな土壌が

南阿蘇の「So good」、召し上がれ！

南阿蘇でしか手に入らないオリジナル
ブランドがお披露目です！

3

30

「リビングを見た」で豪華海鮮丼を
注文すると

天草店は海を一望でき

2

31

リビング読者限定

で行く価値は充分。

1

お米、あか牛、焼酎、焼き菓子…南阿蘇グルメは、こんなに楽しめる！

南阿蘇の
「ｇｏｏｄ」な食ブランド、登場！
食品

Ｏ Ｋ。 家 族 の 集 い な ど、

※税込

自 宅 で 愉 し む 鉢 盛 は、

※４月中旬まで（予定）、終了時期は店内告知

５人以上で個室予約も。

600円→200円
（半ラーメン＋小おにぎり）

品で１万

680円→340円

・劉ラーメン
・キッズセット

４～５人前・

体の中から元気いっぱ

３０００円～（要予約）
。

４月中旬まで実施

い。ビタミン豊富なキク

ラゲも今だけトッピング

キッズは２００円！

時～午後９

無料。家族でぜひ来店を。

営業／午前

11

儷郷（れいきょう）

四季

※同コース注文の人、1人につき1個

◎鮮魚の中国風お刺身
◎三種の揚げ物の盛り合わせ
◎出水鶏の黒豆炒め ハスの葉包み
◎フカヒレ乗せフォアグラ茶碗蒸し
◎エビと百合根のミルク炒め
◎アボカドの蒸し物 桜エビ風味
◎和牛の四川風辛子煮込み
◎特製薬膳粥 ◎デザート

＜14＞

春コース再び！ 税込4000円

中華団子をサービス

11

土曜日

グルメ

「春味祭特別コース」予約の際に
「リビングを見た」で

扌 拉麺 劉（りゅう）

“医食同源”を掲げる同

店 が、「 こ ん な 時 だ か ら

〔東区桜木6-4-1〕

30

分、不定休

232

時

●桜木東小

こそ健康増進を応援した

☎０９６
（３３１）
１０３３

拉麺 劉

い」と、看板メニューの

●
ハローデイ

至益城熊本空港

マクドナルド
●
第二空港線

劉ラーメンを半額、さら

にキッズセットはなんと

２００円に。４月中旬ま

マー

至健軍自衛隊

●

で毎日この価格！

油が効いたこくうま豚骨

スープに、にんにくをた

っ ぷ り 乗 せ て 食 べ れ ば、

ジョイフル
●

リビング読者限定

期間限定！ 劉ラーメンが半額

半額

2020年3月28日

住／東区下南部3-11-136
営／ 24時間、年中無休
※無料駐車場250台あり
※価格はすべて税別

☎096（388）1188

