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SUFFA
金賞
受賞

《ひばり工房》

ドイツ食品コンテスト金賞
のベーコン。ご飯のおかず
にオールラウンドで使えて
とてもオススメです。

ベーコン
280～300g 1000円＋税＊

ドイツ食品コンテスト金賞
のウインナー。燻製の香り
と、食べたときパリッ!とす
る食感がたまらない。

ウインナー
200g/袋 500円＋税＊

ゆめタウン
はません

熊本県阿蘇市

9：30～18：009：30～18：009：30～18：009：30～18：009：30～18：009：30～18：009：30～18：009：30～18：009：30～18：00
4日間開催!

お問い合せ／ゆめタウンはません（代表） TEL.096-334-1625

阿蘇市阿蘇市阿蘇市阿蘇市阿蘇市
復興応援

フェア

　国道57号線開通記念として、「阿蘇市復興応援フェア」
を開催していただきました、ゆめタウンはません店をはじ
め関係者の皆様には心より感謝申し上げます。
　雄大な阿蘇の大自然で育まれた阿蘇市の逸品を取り
揃えました、皆さんご賞味ください。
　また、国道が開通したことで阿蘇も近くなりました、ぜひ
阿蘇市にもお越しいただきますようお願いいたします。

佐藤義興
阿蘇市長
ごあいさつ

国道57号線開通記念

《ショコラトリー　
　　   アソフォレ》

《阿蘇とり宮》

《阿蘇天然アイス》

阿蘇五岳、それぞれのイメージ
を美味しいボンボンショコラに
仕立てた逸品です。

ASOGOGAKU
1箱（5個入） 1667円＋税＊

《阿蘇はなびし》

《なの花工房》

農薬不使用栽培の柚と自
家製唐辛子、塩、麹を使い、
三年熟成させたこだわり
の逸品。

三年熟成柚こしょう
1個 560円＋税＊

阿蘇たかなの種で手作りで作って
います。小粒の種で食材にも塗りや
すく、まろやかな辛さが特徴です。

阿蘇タカナード
30g 713円＋税＊
70g 1167円＋税＊

《工房阿蘇ものがたり》

TVで紹介されほどの人気商品。減農薬で栽培、真っ
赤に熟したトマトを使用し、食品添加物も不使用です。

とまとケチャップ　1本 667円＋税＊

《山一食品》

《阿蘇・岡本》

阿蘇の湧水から造られた、
すっきりした地サイダーです。

くまモンサイダー
1本 195円＋税＊ 阿蘇神社復興支

援プロジェクトの
地サイダーです。

蛍丸サイダー
1本 278円＋税＊

熊本産の梅を昔ながらの製
法で作った梅干しです。

梅干し
1パック 400円＋税＊

《いまきん食堂》

創業百余年、阿蘇の大衆
食堂です。あか牛の肉が
入った味噌です。

あか牛味噌
1パック 580円＋税＊

刻んだ大根のしょうゆ漬けとたっ
ぷりの漬け汁。卵かけご飯に、食
感・うま味・ヘルシーをプラス。

大人気、魔法のきざみ大根と阿蘇
たかな漬けがコラボ。TKGや白ご
飯、おむすびの具にぴったり。

（左）魔法のきざみ大根
1袋 361円＋税＊

（右）魔法のきざみ大根
（阿蘇高菜入り）
1袋 369円＋税＊

熊本特産の馬肉を
ふんだんに使った逸品。 

手づくり馬ロッケ
アルミパック
1パック（5個入） 926円＋税＊ 赤身が多く、程よい脂を含んでいる

赤牛を使用しているので、とてもヘル
シーでうまみのあるハンバーグです。

手づくり赤牛ハンバーグ
1個 369円＋税＊

キャラメル風味の生チョコレート
をビターチョコレートとココアで
コーティング。

生チョコトリュフ
（ノーマルver./れいざんver.）
1箱（4個入） 各926円＋税＊

阿蘇・小国のジャージー牛乳
を使い、河内晩柑の風味と
チョコの風味が絶妙にマッチ。

ハーフ＆ハーフ
（チョコ＆河内晩柑）
1個 362円＋税＊

《いっちゃん農園》

完熟あかもぎり
甘くて旨い味ののった
リコピンたっぷりトマト

阿蘇市小倉地域で採れた減肥減農
薬の特別栽培米です。阿蘇コシヒカ
リは令和元年産のものが阿蘇地域
初の「特A」を獲得した品種で、今年
11月の新嘗祭へも阿蘇市より同品種
が奉献されることになっています。

王様トマト
1袋 400円＋税＊

《菊池食品》

阿蘇たかなの種を丁寧に選
別し粒をすりつぶさずマス
タードに仕上げました。

阿蘇たかなマスタシード
小瓶 700円＋税＊

阿蘇コシヒカリ
2kg 
1112円＋税＊

新米

恋するマロンというマロ
ンのような風味のカボ
チャとミルクが相性抜
群の組み合わせ。

ハーフ＆ハーフ
（スペシャルミルク＆
　　　恋するマロン）
1個 362円＋税＊

合計

50
本

ゆめタウンはません（代表） 
TEL.096-334-1625

抽選会の参加方法

阿蘇市のお楽しみが当たる!!投函抽選会
阿蘇市復興応援フェア特別企画阿蘇市復興応援フェア特別企画

期間中、阿蘇市復興応援フェア（1F中央催事場）また
は、ゆめタウンはません食品館でのお買い上げ3,000円
（税込）ごとに専用応募用紙を1枚さしあげます。
必要事項をご記入の上、応募箱へご投函ください。
※レシート合算での応募用紙はお渡しできません。

抽選で阿蘇市の特産品をプレゼント!

※お客様にご記入いただきました個人情報に関しましては保護措置を
講じたうえで、当選したお客様への発送のみに使用させていただきます。

※せき、発熱などの症状がある方は参加できません。
※マスクの着用や手指の消毒、検温、お客様同士の距離などスタッフの
　指示にご協力ください。
※会場の状況により入場をお待ちいただいたりお断りする場合がございます。
※当選発表は当選ハガキ、もしくは賞品の発送をもってかえさせて
　いただきます。

開催期間

お問い合せ

応募会場

10月29日（木）～11月1日（日）
1F中央催事場

『阿蘇プラザホテル』
ペア宿泊券

『阿蘇湯巡追荘』
ペア宿泊券

『阿蘇とり宮』
あか牛
ランプステーキ

1組
（2名様）

1組
（2名様）

2本

『ひばり工房』
ひばり工房特選
7点セット

2本
『ひばり工房』
ひばり工房特選
4点セット

2本 『農事組合法人
     あそ小倉』
阿蘇コシヒカリ
5kg／2kg

5ｋｇ
2本
2ｋｇ
10本『山一食品』

阿蘇とっておき漬

10本『阿蘇ものがたり』
阿蘇ものがたり
3点セット

5本
『阿蘇はなびし』
魔法のきざみ大根
よくばり4個セット

10本

『阿蘇とり宮』
あか牛ハンバーグ
6個セット

2本 『ショコラトリー 
     アソフォレ』
ASOフォレ
チョコレートセット

3本

10 29 111木 日

ゆめタウン はません 
1F中央催事場 熊本市南区

田井島1-2-1

初出店

初出店

初出店

初出店 《おしま屋》

酵素ジュースを作った後の
フルーツを独自の乾燥法
で活きた酵素を閉じ込めました。

酵素ドライフルーツ
1袋 510円＋税＊

初出店

初出店

初出店

初出店

初出店

低塩低温で漬け込
み、青みの鮮やかな
お漬物です。

青阿蘇たかな漬
1袋 350円＋税＊

高菜漬けを食べやすく刻み、食べ
るラー油と混ぜ込みました。

食べるラー油と
阿蘇たかな漬
1個 500円＋税＊

《たのや》

チョコスポンジに生チョコをサン
ド。濃厚でありながら口溶けよく、
ほんのりラム酒の香りが残ります。

阿蘇の幻チョコ
1本 741円＋税＊

高菜漬をきざみ5種類の味付けをし
ました。お好みの味をお選びください。

高菜漬きざみ（5種）
130g 330円＋税＊

《阿蘇さとう農園》

《菓心なかむら》

プリンにモンブラン
を乗せた口溶けの
よいケーキです。

プリンモンブラン
1個 297円＋税＊

丁寧に4時間以上煮
た阿蘇の栗をふんだ
んに使った人気商品。

渋皮
マロンロール
1本 
1297円＋税＊

県産トマトを酵素
たっぷりのトマト
ジュースに仕上げました。

飲む
酵素トマト
1袋 
306円＋税＊

《農事組合法人
　　　　あそ小倉》

この広告は本体価格（税抜）＋税で表示しております。「＋税」に＊マークが付いている商品は、軽減税率対象商品です。　※写真は全てイメージです。　
※商品は豊富に取り揃えてございますが万一品切れの節はご容赦ください。　※1F催事場の商品についてはGo toトラベル地域共通クーポンはご利用できません。


