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ベニハン コウゴ タ イ
Go To Eat加盟店や年末年始に向けて注目のお店を紹介します。「リビング熊本」の
WEBサイトでは、紙面以外のメニューも掲載中（各店のQRコードから！）
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「Go To Eatキャンペーン
くまもと」加盟店

プレミアム付食事券利用可能

オンライン予約によるポイント付与対応

食事券可

ポイント付与

Gourmet
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　野菜ひとつにも生産者との絆が感じられるほど
の素材へのこだわり。毎日手間暇かけて焼き上げ
られる自家製パン…。心が満たされる食を求めて
長年通うファンが多い同店。フランスで修業を積
んだオーナーシェフのセンスと技が詰まったコー
スをランチで気軽に味わえるのは貴重です。美食
を囲んで、少し早めのランチ忘年会はいかが？

美味しいものを少しずつ
口福ランチをゆったりと

れすとらん ボナペティ

熊本市の「コロナ感染拡大
防止実践店」認証済み

ボナペティ 熊本 検索←

☎096（385）1023
営 業/11:30 ～ 13:00os、
17:30～ 19:00os、木曜休
※要予約
住所/中央区水前寺公園7-45
(水前寺公園電停前)

ランチ一番人気「プチフルコース」2500円(税別)
・本日のオードブル　・スープ　・鮮魚料理　・肉料理
・自家製パン　・自家製デザート　・コーヒー

食事券可

●セゾンコース(昼夜ＯＫ・全8品) 3500円～
●ステーキランチ(全6品)  3200円～
●オードブルプレート(テイクアウト・2人前) 　3000円
予約／昼・夜ともに要予約、テイクアウトは2日前ま
での予約(現金払いのみ)
※価格はすべて税別

「十八夜」8000円(税別)。お造りや牛フィレ肉のコンフ
ィー、松茸の温寿司…、こだわり尽くしのフルコース懐石
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　「佳紋」の姉妹店「佳昇」が、今月リニューアル。素
材の持ち味を生かす和食にフランス料理のアレン
ジを加えた世界観は、真の食通にこそ食べて欲し
い新しい“フレンチ懐石”。低温調理された肉料理
には、ポルト酒のソースと和出汁で煮たレンズ豆
の付け合わせ。締めの食事には、にしん蕎麦からヒ
ントを得たこのしろ蕎麦と松茸の温かいお寿司な
ど、料理長渾身の料理で愉しませてくれます。

和食×フレンチの融合
メニューを一新し進化！

口福屋 佳昇

☎096（351）9400
●十六夜(9品)…6000円
●佳月(10品)……1万円
●月光(10品)…1万2000円
●神月(10品)…1万4000円
※すべて税別、昼夜とも利用
可、1日5組限定・要予約 食事券可

ポイント付与

営業/17:30 ～ 21:00、火曜
休（コースの昼利用は要予約）
住所/中央区南坪井町1-1
※佳昇・縁は、佳紋の姉妹店

名店自慢の本格ステーキ
鉄板焼・ステーキ 佳紋

営業/11:30～14:00os、
17:30～21:00os、不定休
住所/中央区上通町3-15
ステラ上通ビル地下

☎096（351）4129

あわびコース8000円
フィレステーキ＆あわ
びの豪華版。サーロイン
の場合は9500円・税別

　香りも音もご馳走…。
目の前の鉄板で焼き上げ
られる極上の肉や海鮮を
味わう贅沢さ。記念日や
お祝いに利用したい特別
感のある名店です。宴コ
ー ス6800円(税 別) ～。
掘りごたつ式の個室もあ
り。ランチは問合せを。
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食事券可 ポイント付与

プチ贅沢な昼のひと時を
創作和食 縁(えにし)

営業/11:30～14:00os、
17:00～21:00os、月曜休
住所/中央区上通町5-40
長安寺イーストンビル1階
※Ｐは近隣の有料を利用

☎096（351）0824

いろどり膳 2000円
前菜7種・お刺身・揚げ
たて串揚げほか全10品。
ランチ限定・税別

　丁寧な手仕事料理が自
慢の「縁」。美味しいもの
を少しずつ…そんな女性
の心をつかむ「いろどり
膳」はランチ一番人気。夜
の「なごみ膳」は、予約で
昼の利用も可。ロフト(～
20人収容)や個室(4人～)
と部屋のタイプも多彩。
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食事券可 ポイント付与
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　厳選したクラフトビール8種とヱビスビールま
で飲み放題、さらに壱之倉庫のこだわり料理・全7
品付き…ビール好きはもう行くしかない！　最大
120人収容できる大空間で、ゆっくりと堪能でき
る好評のコースは11月20日まで。今回は厚切り
サーロインステーキがメインの贅沢な内容です。
これでGo To Eat対象はうれしい限り。オンラ
イン予約なら、ポイントももらえてお得！

好評のクラフトビール
飲放付、4000円に！

ビアレストラン 壱之倉庫

☎096（325）3911
営業/11:30～ 14:00os、
17:00～ 23:00os
（23:30閉店）、不定休
住所/中央区南坪井町2-8

食事券可
ポイント付与

クラフトビール8種・ヱビスビール飲放付コース（90分）
よなよなエール、グランドキリンIPA、ブルックリンラガー、
山口地ビール 瀬戸内ヴァイツェン、アフターダーク等
●厚切りサーロインステーキ等、ビールに合うメニュー全7品
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壱之倉庫　【要予約＆クーポン提示で】

※R2.10.21～11.20まで　Go To Eat対象

リビングく～ぽん

✂ →4000円

8種のクラフトビール飲放付
特別コース（料理7品・90分）

通常4500円
（税込）

衣が違う、秋の天ぷら7品付
お食事処 天ぷら あっ晴れ

営業/11:00～ 15:00
17:00 ～ 21:00、水曜休
住所/東区花立3-15-25
（ザ・ビッグ近く）
※税込 ※持ち帰りも有

☎096（285）1855

「秋定食」1280円
サンマ、太刀魚、海老2本、
舞茸等の天ぷら付全10品

　この道20年以上“天ぷ
らは素材と味で勝負”と、
こだわる同店に秋の新作
登場。今年はサンマや太
刀魚も入った豪華版！ 高
級店レベルの味でこの良
心価格、揚げたてを1つず
つ頂けます。秋天丼880
円、太刀魚天丼650円。
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食事券可

軽い衣でサックサク！

とろ～りラクレットコース
イタリアン びすとろルポ

営業/17:30 ～翌1:00、
不定休（コースは要予約）
住所/中央区下通2-7-32
シャワーヴァレービル1階

☎096（326）2622

ラクレット付コース
●4000円（8品）
●5000円（ステーキ・
　　　　渡り蟹付8品）

　おしゃれなテラス席も
あり開放感抜群、密を避
けて街中でゆっくり楽し
むならルポで！　人気は
とろけるラクレット付コ
ース。アヒージョやパス
タ、デザート…女子ウケ
間違いなしの内容です。
他にも多彩なコース有。
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食事券可 ポイント付与

※各120分飲放付、税別

黒毛和牛100％ハンバーグ
平家の郷

営業/ランチ＝11:00 ～
14:30os、ディナー＝
17:00～ 21:30、火曜休
住所/東区湖東3-3-2
（上江津湖近く）　※税込

☎096（369）7505

この記事持参で、
●ランチタイムは

デザートサービス！
●夜は会計より20％引き

　つなぎを使わず、霜降
り黒毛和牛だけで作る贅
沢ハンバーグ。鉄板提供
だから最後まで熱々。じ
っくり焼き上げ、表面は
カリッと、旨味と肉汁を
中に閉じ込めます。ラン
チ999円～、ディナー単
品で1386円～。
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食事券可 ポイント付与
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　コロナに負けずお得な「定食フェア」を開催中で
す。同店の特選素材・天之瀬ぶりを贅沢に使用した
定食A・Bと、一番人気の浜ん小浦定食A・Bがフェ
ア価格の1000円・1100円に！　そのほか海鮮
丼とお寿司定食も1000円とお得感たっぷり。
　フェアは今月末まで、土日祝日含めて昼・夜注文
可。OS前に終了となる場合もあるのでお早めに。

コスパ◎定食フェアは
10月31日（土）まで！

海鮮・和食レストラン 浜ん小浦

●総本店
☎096（360）5111
東区若葉2-13-16
●嘉島店
☎096（237）4501
上益城郡嘉島町鯰2796-1

●薄場店
☎096（320）3277
南区薄場3-4-13　
●光の森店
☎096（340）2888
菊陽町光の森3-16-16

「天之瀬ぶり定食Ａ」 通常1580円→1100円
刺身・照焼き・甘酢あんかけと３種のぶり料理が並び、
茶わん蒸し、小鉢、杏仁豆腐も付いた豪華版です
※仕入れにより内容が変更になる場合もあり

●天之瀬ぶり定食B…通常1580円→1000円
●浜ん小浦定食A……通常1580円→1100円
●浜ん小浦定食B……通常1580円→1000円
●浜ん小浦海鮮丼……通常1580円→1000円
●特別握り定食……通常1500円→1000円

※定食Bはテイクアウト可（要予約）、持ち帰りの場合は
お店での提供と内容が一部異なります　※価格は税別 食事券可

【4店共通】 営業／11:30～14:30（14:00os）、17:30
～21:30（21:00os）、火曜休（祝日除く）
※席の予約は不可、天草一号橋店は除外

定
食
フ
ェ
ア

「Go To Eatやってます！」
くりの実カフェ

営 業/11:00 ～ 19:00
（18:15os）、火曜～15:00
住所/東区江津2-28-30
（東バイパス沿い）

☎096（223）5630

好評の昼夜ランチは
1180円（税別）～
調味料はきび砂糖や米油
などを使い、体に優しい
料理にこだわっています

　営業時間内はいつでも
お得なランチが食べられ
て、食事券も利用ＯＫ。全
ての席に飛沫防止の仕切
りがあり、スタッフはマ
スク着用で対応。アルコ
ール消毒や検温等の感染
症対策を徹底、「笑顔でお
待ちしてます！」。
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食事券可

夜の部、いよいよ営業再開
水前寺共済会館グレーシア

営業/17:00～ 21:00、
　　 無休
住所/中央区水前寺1-33-
18（グランド通り沿い）
※価格は税込

☎096（383）1281

季節の御膳「紅葉膳」
　　　1500円（税込）
（刺身、天ぷら、茶碗蒸し、
炊込みご飯、汁物、小鉢）

　水前寺共済会館内のレ
ストランが、ついに営業
再開！　記念メニュー、
「紅葉膳」と「牧草牛フラ
ップミートステーキ」が
登場です。このボリュー
ムで税込1500円は驚
き。友人・家族連れでぜひ
来店を。
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食事券可水前寺共済会館 検索←

夜の予約限定テイクアウト
水前寺共済会館グレーシア

予約受付/～14:00、無休
受渡し/17:00～ 19:00
住所/中央区水前寺1-33-
18（グランド通り沿い）
※価格は税込

☎096（383）1281

日替わり幕ノ内弁当
800円（税込）
・お弁当は600円～
・惣菜は均一300円

　パパっと夜ご飯を食べ
たい時、お家飲み会をす
る時…水前寺共済会館の
ディナーテイクアウトは
いかが？　県産米使用で
品数が多く人気の幕ノ内
からローストチキンなど
単品もいろいろ。メニュ
ーは上ＱＲコードから！
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食事券可水前寺共済会館 検索←


