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Cafe & Restaurants

光の森

特典付! ご馳走コレクション

土曜日

湖東

今月のお得なランチは、コクのあるトマト
ソースと粉チーズがたっぷり絡んだ、豚ヒレ
のトマト煮がメイン。またビーフシチューのデ
ィナーコースが好評につき、7月も
“予約制 ”
で実施します。店内は感染症対策を徹底。

リビング

住/菊陽町光の森5-19-1
営/11:30～14:00os
※ディナーは完全予約制
18:00～21:00o s、第
1・3木曜休（第2・4木曜
はランチのみ）
※価格は税別

く～ぽん

シェ・入り江
注文時にクーポン提示で

餃子と串焼き

光の森

「スタミナ」＋唐揚げ２個

通常1600円→1100円 扌
※1枚で4人まで、税別、
R2.7.1 ～7.28まで

とり吉

「とにかく野菜の量がすごい！」と話題の同
店。あっさりコク旨の醤油ちゃんぽん&唐揚
げセットのクーポンが好評につき再登場！
今なら全メニュー対象の持ち帰りもお得。
「千ちゃん」
のおいしさを自宅でもいかが？

①２回目来店時に使える

バラエティプレートランチ （税別）

ディナー限定コース（6品付き）
2500円→1500円 ※イメージ

ちゃんぽん＆唐揚げ600円。Ｗ特典で持ち帰りお得

Ｗ特典（次回使える割引券）

デザート
付き！

大江

☎096-335-8210

タブレット
表示価格 945円→ 600円

②テイクアウト全商品
タブレット
表示価格より100円引券

リビング

住/東区湖東3-4-21、
東バイパス沿い
営/11:00～22:00、
P15台 ※クーポンは
必ず会計時に提示を、
併用不可、１枚で2人
まで、終日利用可

カレーデリ 蔵ら ゆめタウン大江店
☎096-372-7530

スタミナつけよう！ カレーの
「ロコモコ丼」
500円
高温多湿なこの季節を乗り切るなら、栄
養満点
「蔵ら」
のカレー！ 女性を中心に人気
の
「ロコモコ丼」は、赤酒仕立てのピリ辛ス
パイスカレーにトッピング豊富で飽きない
おいしさ。
ガッツリ弁当や総菜も好評です。

く～ぽん

リビング

「醤油ちゃんぽん」+唐揚げ２個セット
タブレット表示価格 875円 →
円

光の森店

とり吉 ●

●
スター
バックス

景色もおいしい隠れ家レストラン
6月オープンから早くも人気の上天草のカフ
ェレストラン。マリーゴールドグループの店と
あって、
“五感で愉しむ食事”が堪能できます。天
草で獲れた魚介や熊本産の食材をふんだんに使
った料理、心おどる華やかなデザート…。
1品ひ
と品、手間ひまかける
“おもてなし”と小高い丘
から広がるオーシャンビューに癒されて、すで
に何度も訪れている人もいるそう。このクオリ
ティで手頃な価格にも感激です！
シェフの想いがこもった
本格的な味

光の森店

何本でも1本各90円（税込）
扌
※店内利用
（120分）
限定、R2.7.1 ～7.31まで

熊本IC

ステーキ鉄板

花兆亭

インスタも見て！

・2種類から選べるメインのカレープレート ・前菜（地
魚と旬野菜のカルパッチョ）・ドリンク※写真は天草
産車海老の「海老とココナッツのスパイシーカレー」
住/上天草市松島町合津6311
-1
（天草ビジターセンター内）
営/ランチ＝11:00～14:00os
3号橋
カフェタイム＝14:00～17:00
永浦島
マリーゴールド
（16:00os）、火曜休
カーニャ
●（松島展望休憩所）
◎事前予約できます（推奨）
4号橋
※価格はすべて税別
リゾラテラス天草
●
※ 店内は客席に間 隔をあけ、
至天草市
消毒・換気を行っています
266

豚バラ串・とり皮串・つくね串

菊陽バイパス

下通

2000円

住/菊池郡菊陽町
光の森7-23-7
営/17：00～24:00
（23:00os）、不定休
禁煙個室あり、P24台
※税込 ※店内換気・ア
ルコール消毒など感 染
予防策を実施

【売切れ御免】予約＆クーポン持参限定！

ゆめタウン
光の森

生地やソースもすべてオリジナルの日替
わりピッツァ
（単品1000円～）
。シェアし
たい大きさ！ 単品はパスタ、
カレーも有

至三角

ビアフェスティバル2020

～ World Wide ～【120分時間制】
メインほか、旬菜焼など全 品の贅沢ランチ通常
２３００円がクーポン利用で１９８０円 ※税込

☎096-354-3736

11

第1弾 8/16まで好評開催中
17:00 ～ 21:00（最終入店20:00）
【料金／税込】
大人……4730円 シニア … 4400円
小学生…2200円 4歳以上…1100円
アルコール飲み放題は、
+1650円・ワイン付+1980円

お得 前売りビアチケット 数量限定
ビュッフェ＋120分飲み放題付き

通常6710円 → 4800円（税込）

◎メインは牛リブロースのロースト
ビーフ＆串揚げバラエティ
ほか、自慢の料理はすべて食べ放題！

名店の鉄板焼ステーキで、プチ贅沢な夏ランチ
高級鉄板焼の名店「花兆亭」。夏の限定ラン
チで、老舗の味を堪能しませんか。旨味凝縮、
牛フィレまたはロースの鉄板焼がメイン。香
ばしく焼き上げたスズキの鉄板焼で、旬の美
味を召し上がれ。クーポンでお得にぜひ。

●

栄通り

花兆亭

●

●
新市街
パーキング

旧花兆亭

サンロード新市街
ベスト電器●

21
下通り

●

西銀座通り
東横イン

ＣＯＲＥ ●

三信

●

●

銀座通り
カラオケ館

リビング

く～ぽん

1980円

R2.7.2 ～ 9.30まで

【平日ランチタイム限定】食事を注文した人に

ピザを1枚プレゼント！扌
※グループで1枚

Ｒ2.7.1 ～ 7.31まで

ザ・ニュー ホテル 熊本
熊本駅前

レストラン フォンタナ
☎096-326-5002

夏満喫、和洋中の名物ビアフェス
今年の夏は遠出のレジャーもちょっと…。それ
ならビアフェスで、世界を旅する気分を愉しみま
しょう！ 美食＆スタミナメニューいっぱいの中
でも注目は、旨味たっぷりのローストビーフ。イタ
リアン・中華・和食など、冷えたハートランドビール
やカクテルとの相性も抜群です。新たに屋外オー
プン席も新設され、気分も爽快です。
ロビーラウンジではSNS映えするスイーツや
おつまみも大好評。こちらもぜひ活用を…。

リビング

く～ぽん

ザ・ニュー ホテル 熊本 1階
ロビーラウンジ ANDO
（アンド）

「夏味・鉄板焼きステーキランチ」

→

く～ぽん

マリーゴールド カーニャ

進化したロビーラウンジで、絶品スイーツ

住／中央区下通
1-11-21-2階
営／11:30～14:00os、
17:30～21:00os、
月曜休、
Ｐなし
※価格は税込、店内は定
期的に換気しています

グループ全員可、税込

リビング

ロビー中心にアイランドバー
☎096-326-5100
があり、お酒や食事、スイー
営/月～木 12:00～21:00
ツが楽しめます。毎週金・土
金・土 12:00～22:00
曜の夜はＤＪによる心地よい
日・祝 12:00～20:30
音楽が流れます。夏のスイー
ツ「かき氷」も近日登場予定な ※下写真はフレンチトースト
1800円（税・サ込）
ので、ＨＰを要チェック！

ステーキ鉄板 花兆亭

通常 2300円

〔カフェもおすすめ〕
14:00 ～ 16:00os
ひとめぼれしそうな
4種 の デ ザ ー ト か ら
選べるデザートセッ
ト（ ド リ ン ク 付 き・
1000円）

Curryコース

く～ぽん

とり吉

マリーゴールド カーニャ
☎0969-56-3664

檸檬サワーも１杯１３９円＆何杯でも注文ＯＫ
※イベントメニューはテイクアウト不可

リビング

※1枚4個まで、
数量限定 ※税別価格

上天草

夏だ！ 激熱イベント「手羽唐1本39円」
（税込）

マクドナルド TSUTAYA ●
●

扌

『蔵らカレーのロコモコ丼』
⇒
円
通常720円
選べる3種（唐揚げorアジフライorイカフライ）

カレーパン（4種）や甘味ま
で、迷うほどの品ぞろえ！

☎096-227-6880

7月は「手羽先祭り」！ 定番胡椒味に加
え、
「すっぱ梅味」
「カレースパイス味」
「韓国
七味」
「塩レモン」
「チキンコンソメ」が登場。
1本なんと39円、1人10本まで。檸檬サワー
も139円に。自慢の焼き餃子と焼鳥もぜひ。

く～ぽん

500

600

※他のクーポンとの併用不可、
１枚につき2人まで 扌
※税込 R2.7.1 ～ 7.31まで

住/中央区大江3-2-40
ゆめタウン大江内
（県立劇場前）
営/9：00～21:00
※注文後調理するので、
混 み 合 う時 間 帯 も 。事
前に電話予約も可能
※価格は税別

カレーデリ 蔵ら ゆめタウン大江店
【7月2日
（木）
～ 7日
（火）
の6日間】

千のちゃんぽん 湖東亭【昼夜利用OK】

※会計時に提示ください

ハンバーグに目玉焼き、野菜も入って食感豊か！
揚げ物トッピングは３種から選べますよ

バラエティプレートランチ 1600円→1100円に

くら

千のちゃんぽん 湖東亭
かつおの香りが食欲をそそる
「醤油ちゃんぽん」
通
常７００円と
「唐揚げ」
２個１７５円の限定セット

豚ヒレのトマト煮、
エビフライ、
生ハムマリネ、
カニ
クリームコロッケ…パンかライス、
デザート付

☎096-233-4533

シェ・入り江

左マークのある店舗には
テイクアウトメニューがあります

※クーポンはコピー及び
他の特典との併用は不可

扌

住/西区春日1-13-1ザ・ニュー ホテル 熊本 1階
※ビアチケットは各種割引対象外。新型コ
ロナ感染症対策を実施（詳細はＨＰ参照）

お会計より10％ OFF
※一部の特別メニューを除く

※1枚で10人まで

Ｒ2.7.1 ～7.31まで

扌

