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『鬼滅の刃』の
名言がよみがえる！

鬼滅ファンのみなさんからご応募いただいた名言が、館
内のさまざまな場所に展示されます。ご友人やご家族
と一緒に「あの名シーン」「泣けるセリフ」をふり返って楽
しんでください！　写真撮影もOK!

7.23（tue）~7.26（sun）

10:00~23:00
会場／蔦屋書店熊本三年坂館内各所

名言を

ディスプレイ

放課後ていぼう日誌 1～6巻

各693円（税込）

物語の舞台は芦北町！ アニメ化もされた人気
コミック。のんびり釣りに出かけたくなります

パイナッチー 520円（税込）

台湾のパイナップルケーキをモチーフに作られ
た新 作。爽やかなスイーツ感覚のドリンクで、
サクサククラッカーもいい感じ♪　
８月末まで限定販売

KUMAMOTO MILK TEA
〈クマモト ミルクティー〉

2F

ツイスティー 2,860円（税込）

はだか麦茶 939円（税込）

黒豆麦茶 1,274円（税込）

2019年５冠のコスメ賞を受賞した、さらりとしたつけ
心地のUVジェルと、大判で厚みのあるボディシート。
このアイテムで熊本レジャーを楽しもう！

九州産の麦茶で元気に夏を乗り切ろう。
外出先やオフィスでも自分好みの味と香り
を楽しめるツイスティーも、ぜひご一緒に！

蔦屋書店 文具・雑貨2F

本革ミニショルダーバッグ

5,999円（税別）

近所へのお出かけ、レジャーにもぴったりの
コンパクトなA5サイズ。男女問わず使える
シンプルなデザインで、カラー展開は13色

Business Leather Factory
〈ビジネスレザーファクトリー〉

1F

お楽しみバッグ

1,000円（税込）

人気のネコバッグに、
塩バタかまん、パンダ
杏 仁 豆 腐、辛ラーメン
カップ、チャイ、エコバッ
グを詰め合わせました。
数量限定販売です

KALDI COFFEE FARM
〈カルディコーヒーファーム〉

1F

アユーラ レジャーセット

3,550円（税別）

＠COSME STORE2F

グリーンランドペア入場券
プレゼント（3400円相当）

新築 住宅の無料 相談カウンター。7月23日
（祝・木）～７月26日（日）までに初回面談＆
会員登録で入場券プレゼント。地元レジャー
を楽しもう

月々3500円で1日10GB
使える！ どこにでも持って
い け る 次 世 代 モ バ イル
Wi-Fiです

Smage
〈スマージュ〉

1FX-mobile
〈エックスモバイル〉

1F

限界突破Wi-Fi
本体・事務手数料0円

爽感ネック＆ネープ

10分 1,320円（税込）

メントール配合のジェルで首をリンパド
レナージュ。香りはラベンダーとラバン
ディンの２種。ちょっとリラックスを！

Raffine
〈ラフィネ〉

2F

阿部牧場
ソフトクリーム

250円（税込）

「ASO MILK」をふ
んだんに使った濃
厚な絶品ソフトク
リームです！

ヒノマルマルシェ1F

水出し
アイスコーヒー        

500円（税込）

水出し
アイスコーヒーパック 

800円（税込）

毎年夏限定販売のCold Brew。自宅でも
楽しめるパックもご用意。1杯のコーヒーで
暮らしに彩りを

AND COFFEE BREWERS
〈アンドコーヒーブリュワーズ〉

B1F

まるごと桃の
タルト

700円（税別）

厳 選 さ れ た 桃
を丸ごと使った
贅 沢 す ぎ る タ
ルト。季 節限 定
商品、毎年人 気
な の で お 早 め
に！

Patisserie Cuore
〈パティスリー クオーレ〉

1F

人吉・球磨・芦北地方 応援プログラム
7.23（thu） 縁日で商品を買って応援！

随時、義援金を受け付けます!

7月23日（祝・木）の縁日にて、ヒノマルキッチン&マル
シェのブースで球磨焼酎28蔵、すべての蔵の焼酎で
作るハイボールを応援販売。芦北町の御立岬「塩せん」
の応援販売も行います！

右のQRコードから義援金を受け付けております。
力を合わせ、みんなでこの苦難を乗り越えましょう！

※辛ラーメンはカップ麺での
　提供となります

「リビングを見た」
でレジャーセットを

購入すると
入浴剤プレゼント

7/23～７/２６
先着15名様

台湾のパイナップルケーキをモチーフに作られ
た新 作。爽やかなスイーツ感覚のドリンクで、

KUMAMOTO MILK TEA

ソフトクリーム

（税込）

「ASO MILK」をふ
んだんに使った濃
厚な絶品ソフトク

Patisserie Cuore

1日限り、三年坂通りで縁日が開
催されます。LINEスタンプから
飛び出した「すこぶる動くウサギ」
もやってきますよ～!

7.23（thu）

やっぱり夏だから！
『三年坂縁日』開催

12:00~ 会場／三年坂通り

12:00~16:30 の時間に
ランダムに登場します

『Charlotte』
15:00~

『MICA』
17:00~

「すこぶる動くウサギ」
が三年坂にやってくる！

音楽LIVE

スーパーボールすくいと
水ヨーヨーは、館内（蔦屋
書店熊本三年坂全店舗）
のレシートを持参すると

12:00~18:00
会場／1Fカリーノ坂
側エスカレーター前
浴 衣やコスプレで来
場すると無料の撮影
会に参加。写真はプレ
ゼント！

「ゆるキャラグランプリ
2020」の出演も決定。

詳細はこちら→

写真撮影会楽しく遊べる出店
＆グルメな屋台
◉ビール・ドリンク
◉かき氷
◉鉄板焼き
◉スーパーボール
　すくい
◉水ヨーヨー釣り

『ヒノマル・パン・マルシェ』
人気パン屋が日替わりで登場

会場／蔦屋書店熊本三年坂 
　　　1Fカリーノ坂側入口付近 
熊本の人気パン店が日替わりで、蔦屋書
店に集結します。お気に入りのお店はもち
ろん、新しいショップとの出会いも楽しみ

7.23（thu）~7.26（sun）

７.23（祝・木）
◉マグノリア
◉ろじぱん
◉石川製パン
◉ちぃのパン
◉めるころ パン工房

７.24（祝・金）
◉TATOMIYA
◉イナロ食堂
◉石川製パン
◉グリュック
◉めるころ パン工房

７.25（土）
◉TATOMIYA
◉パン・オ・ルヴァン
◉トルチェ
◉グリュック
◉古木家
◉ニュイテジュール

７.26（日）
◉ブーランジェリーパ・パン
◉パン・オ・ルヴァン
◉古木家

10:00~18:00

1回無料参加できます！

4日間
限定!

©DK

会場／1Fカリーノ
　　　三年坂テラス
2組のアーティストが登
場、音楽で盛り上げます

☎096-322-4141
熊本市中央区安政町1-2　

10:00～23:00（一部店舗を除く）、無休

本企画についての問合せ ☎096-206-9948

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の間、営業時間を短縮しております。
　詳細は各店舗にお問い合わせください
※館内において、アルコール消毒による清掃、定期的な換気の徹底を行っております

スーパーボールすくいと

ビール・ドリンク

スーパーボール

ヨーヨー釣り

令和２年

７月豪雨
災害義援金

［緊急募金］

7/25-26は福岡の有名店「パンストック」が出店！

蔦屋書店 コミック3F


