リビング読者だけのお得を集めました！

馬テールと魚介エキスの
あっさりコクうまスープ！

家族団らんの機会が多

桜の馬場店︵城彩苑内︶

☎０９６︵３６３︶７５３０

営業／ 午前９時～午後９時

みりん干し、赤酒仕込み

い今。食欲そそる“熊本

営業 ／午前９時～午後 ６時

の佃煮など珍味も豊富。

めんたい”で日々の食事

売切れの場合があるのでお早めに！ ※イメージ

５月末まで入会金半額！
カワイミュージックスクール熊本
カワイ音楽教室

３歳からのソルフェージュ、４歳からのピアノ
コース、
ピアノチャレンジコース後
の正規入会で（５月末まで）
入会金（1万1000円）
が半額（税込）

詳細はＨＰへ

ピアノデビューも６月末

までお得（＝左表）です。

分（日曜・祝日休）

営業／午前９時～午後５時

☎０９６︵３５５︶７２９５

30

検索 ←

一人ひとり個性を
伸ばす個人レッスン

カワイの「３歳からの

ソルフェージュ」
・
「４歳

か ら の ピ ア ノ コ ー ス 」・ ﹁コロナウイルス感染予防
対策を徹底しレッスンを
実 施 し て い ま す︒ 詳 細 は
ＨＰからご確認ください﹂

※6月末まで、
税込

ス」後の正規入会は５月

入会金／
１万1000円 → 無料

「ピアノチャレンジコー

大人のピアノコース
６月末までの入会で

検索←

老若男女に愛される
まろやかな辛さ！

を楽しみましょう。新鮮

☎０９６︵３２５︶７５３０

ゆめタウン光の森

ゆめタウン大江店

プチプチ、程よい辛さで

光の森歯科
クリニック●

●タピキング

分、年齢別レッ

スターバックス●

１回

●

●菊陽レディース
クリニック
１６６

春の初心者
限定キャンペーン！

大江店・桜の馬場店

スクール

入会金50％ OFF

30

子のみ１日３００パック

五山房

リビング読者限定

27

限定、数に限りがありま

五山房 壱の蔵

扌

「リビングを見た」
の入会で
３歳ソルフェージュ、
子どもピアノコース、
ピアノチャレンジコース後の正規入会が対象

末まで入会金が半額！

●鮮ど市場

餃子のまとめ買い
今がお得です！

Ｋ。ネットショップか清

いつでも「弐ノ弐」の餃

水工場へ電話ください。

時～午後７

長年愛される逸品です。

● ●龍之介

すのでお早めに。

できたて餃子を直売する

人気店「弐ノ弐」の餃子

清水工場。お家ゴハンを

営業／午前

を １ 日 約 ３ 万 個 も 作 り、 子が購入できる通販もＯ

応援したいと、餃子３パ

住所／北区室園２ノ

ックを１０００円
︵税込︶ 時、無休、駐車場あり

で販売します！

☎096
（232）8883

開新高校 ●

〔中央区大江3-2-40〕

スンで、楽しむことから

住／菊陽町杉並台2-11-6
営／11:00 ～24:00（23:00os）
、無休

上 質 な 旨 さ の 秘 密 は、

扌

劇場
●

スタート。オリジナルの

会計から20％OFF！

ピソリーノ光の森店

ピソリーノ
光の森
麺や八
ドラッグイレブン●

芳醇な香りの肥後地酒

☎096
（285）8748

☎096
（292）3433

ゆめタウン
大江店 ● 熊本県立

楽譜集で教えてもらえま

【昼夜利用ＯＫ！】会計時クーポン提示で

調味液に１２０時間漬け

■ピソリーノ光の森店

“赤酒”など、こだわりの

住 ／ 菊 陽 町 杉 並 台2-11-2 営 ／11:00～15:00
（14:30os）、
18:00 ～ 22:00（21:30os）、不定休

住／菊陽町杉並台2-11-6
営／11:00～23:00
（22:30os）、
無休

1080円

合同庁舎 ●
● 白川中

家でも簡単においしく焼けます。生餃子・水餃子・
冷凍生餃子は通常1パック500円（税込）

ロングセラー！切れ子1080円

※Ｒ2.4.22 ～ 5.31まで

鹿児島黒豚とんかつ専門店 龍之介

リビング読者限定 COUPON

（切れ子250g）

清水工場

検索←

弐ノ弐 工場

（1万1000円→5500円、税込）

麺や八（はち）

扌

通常3500円→

弐ノ弐

食品

※1人2パックまで 各店200パック限り ※税込
※売り切れの場合があるので、お早めに！

会場で開催中。大人の

※グループ全員可、利用は食事のみ、
テイクアウトは除く、
R2.4.22～５.４まで

扌

リビング読者限定 COUPON

す。ピアノコースは市内

会計から20％OFF！

16

10

餃子屋

■五山房 壱の蔵 大江店・桜の馬場店
4月24日・25日・26日・27日限定！
クーポン持参で 赤酒めんたい

込んでいるから。店内に

■鹿児島黒豚とんかつ専門店 龍之介

詳細は
こちらから↓

は、甘塩天日干し干物や

通常１８５９円。
新しく、

八光モール

リーズナブルな単品注文

気の食べ放題イタリアン

さりなど魚介エキスが凝

「ピソリーノ光の森店」
。

縮のあっさりコク旨スー

ラーメン、黒豚とんかつ、
イタリアン
気分で選べて、持ち帰りもＯＫ！

光の森エリアの人気店
食べ放題は時間無制限で

「 麺 や 八 」、「 黒 豚 と ん か

用意。お家でもピソリー

20

【八光モール】全店舗Pあり（鮮ど市場と同じ敷地内）
PayPay使えます

【昼夜利用ＯＫ！】会計時クーポン提示で

※グループ全員可、利用は食事のみ
テイクアウトは除く、
R2.4.22～５.４まで

プが、女性にも人気です。 やテイクアウトも豊富に

リビング読者限定 COUPON

つ専門店 龍之介」
、「 ピ

扌

ノを堪能してはいかが？

会計から20％OFF！

ソ リ ー ノ 光 の 森 店 」 で、

会計時、
クーポンを提示すると

※価格はすべて税込

■麺や八 【昼夜利用ＯＫ！】

※グループ全員可、利用は食事のみ
R2.4.22～５.４まで

黒豚の旨味を堪能⋮

鹿児島県産黒豚を使用

した本格とんかつ専門店

リビング読者限定 COUPON

限定キャンペーンがスタ

％オフ

20

ート。クーポンで、全メ

ニューが通常の

に。昼でも夜でも使える

く、リーズナブルなとん

かつもありますよ。新し

く弁当も登場、美味しい

％引

とんかつをランチや夕食

でご賞味あれ。

食べ放題も

子どもから大人まで人

から、家族みんなでお腹 「龍之介」。黒豚だけでな

いっぱい楽しんで！

女性も食べやすい！
塩ラーメン「麺や八」

「麺や八」は、地元熊本

で飼育された新鮮な馬肉

にこだわる塩ラーメン専

門店。８種の塩と蛤・あ

20

持ち帰りはピッツァ、ナポ
リライスは854円、パスタ
746円。ほかカレーや唐揚
げ等もあります！ 詳しくは
「ピソリーノ熊本」
で検索！

ネットショップ

！
お試し

ピソリーノのメニューを
持ち帰りできます！

☎ ０９６︵３４５︶５９２２

出来立てテイクアウト

看板商品の生餃子、厚

ピソリーノいちおし

「おうちでピソリーノ」

※生餃子、水餃子、冷凍生餃子の組合せは自由
※クーポン1枚で1セット限定
※数に限りあり R2.4.22～5.10まで

みのある皮そのものがお

弁当は854円～豊富に用意。
昼でも夜でも、美味しいとん
かつを自宅でどうぞ。
詳しくは
「とんかつ
龍之介熊本」
で検索

＜6＞

お好きな餃子3パック1000円

1000円（税込）

通常1500円→

いしい水餃子、できたて

揚げたての美味しさを
持ち帰り！

土曜日

食品

餃子3パック、組合せ自由！

を冷凍した冷凍生餃子の

龍之介いちおし

「低価格とんかつ弁当」
854円〜

リビング読者限定 COUPON
■弐ノ弐 清水工場

組合せは自由です。生餃

他にも！
・レモン塩ラーメン720円
・コーンバター塩ラーメン
800円
・和風塩ラーメン 850円

八光モールの人気店「麺や八」、「龍之介」、「ピソリーノ光の森店」のスペシャル企画が開催

家計応援の特別企画︒３店舗で全メニュー ％引！

グルメ

麺や八いちおし

「至極の塩ラーメン」
720円

2020年4月25日

