月替わりで毎月１日だ

けに販売される︑香梅の

１箱６個入り６４８円
︵税込︶
※日保ち １日 特定原材料等／大豆

初餅︒１月は︑縁起を担

口の中に広がる小豆こ

いだ
﹁黒豆餅﹂
です︒

し餡のやわらかな甘みの

中に︑黒豆独特の香ばし

※予約はお早めに。最寄の香梅各店へ

お正月に黒豆を食べる習慣は、
「1年間、丈夫
（まめ）に暮らせますように…」との願いが込め
られています。縁起のいいお菓子を食べて、
新年も元気で素晴らしい年になりますように

ペットセレモニー熊本

だからこそ︑突然の別れ

可能です︒ペットの写真

前中の申込で当日対応も

月

23

日〜

検索 ←

HPから申込可、
早朝・夜間の火葬も可※消毒
除菌対策をして訪問してくれます

住所／東区上南部2-12-79

☎080（3220）0096

期間限定
「猫フェス2020」
鶴屋

本館6階 小催事場

30

日 ま で︑

熊本在住のクリエイター

12

ペ ッ ト は 家 族 の 一 員︒ 葬︑骨上げまで対応︒午

の際︑手厚くお見送りし

による猫のアート作品・

猫のキャラクター﹁ガ

雑貨の販売会が開催！

周年を記

10

ゼット﹂が人気の﹁クル

ー﹂からは︑

念し特別商品も販売され

時〜午後７時

10

ます︒期間中はワークシ

営業／午前

日＝〜７時

24

ョップも︒お見逃しなく︒

・

分︶︑最終日は４時まで

︵ 金 土︑

☎０９６
︵３２７︶
３５０４

予約・問合せ／玩具売場

別れ際の手土産

に︑お客さんのお茶請け

ラブラウニーが夢みた

に︑二の重の焼き菓子が

い！

一の重のプティフール

活躍してくれますよ︒

菓子﹂で甘いサプライズ

は︑ひと口ひと口を堪能

をしませんか？

したいオトナ好み︒わん

23

で作りお骨も入れられる

R2.12.16～
R3.1.31まで

ペットセレモニー熊本

てあげたいと願う人が増

骨壺・骨壺袋
無料サービス

えているそう︒飼い主さ ﹁メモリアルプランター﹂

もホームページで販売︒

読者限定 COUPON
ペットセレモニー 熊本
「リビングを見た」で火葬を依頼すると

30

んに寄り添い︑最良の形

でペットを見送ってくれ

小型種8000円〜
（税別）※
体重により料金が変わります

る同社なら︑自宅に出向

いての引取から個別火

どの世代もときめくラインナップ
﹁トワ・グリュ﹂だから喜ばれます

りがたいと気づいた一

年︒喜ぶ笑顔を楽しみに︑ ぱ く な 子 ど も た ち に は︑

いつも顔をあわせる家

例年︑即完売の品
予約はお早めに！

自宅用︑新年のあいさ

つやお世話になっている

人への手土産用⁝と毎年

複数購入する人が多いお

せち菓子︒１００個限定

のため︑予約時点で完売

時〜午後７

することも珍しくありま

営業／午前

10

せん︒さっそく電話を︒

東バイパス（57号線）

〔南区江越2-1-11〕

時︵ 大 晦 日 は 〜 午 後 ５

けやき通り
● もち吉
流通団地

至阿蘇

至新港

流通団地

時︶︑元日休︑Ｐあり

メガネスーパー ●

平成大通り

トワ・グリュ ●

☎０９６
︵３７８︶
０２４９

● サンリブ
くまなん

族 や 親 戚 で も︑〝 会 っ て

● 一の重…プティフール４種（オペラ・フランボワーズ・モカ・ルース）
● 二の重…フリアンやダックワーズなど人気焼菓子の詰め合わせ
● 三の重…お赤飯に見立てた、くるみの入ったショコラブラウニー

三の重のたっぷりショコ

受渡しは12月31日のみ

トワ・グリュの﹁おせち

※要予約
（数量限定100個）
、税別

話せる〟というだけであ

「おせち菓子 小春だより」4500円 （縦16.5㎝×横12.5㎝×高さ15㎝）

お菓子の香梅

「初餅」は、毎月1日の数量限定販売です

お迎え専門ペット火葬

検索 ←

トワグリュ

睦月の初餅
「黒豆餅」

24時間365日対応。
大切なペットの火葬はお迎えで

「おせち菓子」
が、
笑顔と 口福 を運びます
トワ・グリュ

はじめもち

小型種8000円～。完全オーダーメイドのメモリアルプランターも作れます

あまく華やかな新春スイーツの予約が始まっています！

フランス菓子

い風味が重なって︑絶妙

特定原材料等／卵、乳、小麦、大豆、オレンジ

なバランス︒餅にも餡に

ほのぼのした表情の牛さんは、すぐに食べてし
まうのがもったいないほどの愛らしさ。バニラ
が優しく香る、おめでたいろーるは、手土産に
も喜ばれること間違いなし

も黒豆鹿の子入りの黒豆

1月6日限定 毎月6日はKOBAIろーるの日

30

づくしです︒

長さ ㎝×高さ７㎝︒１６２０円
︵税込︶
※日保ち 冷蔵で１日
11

分 〜午後６時 分︶

31

９時

お菓子の香梅

30

問合せ／白山本店︵午前

縁起もの、干支ろーる
「丑」

12

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

予約は 月 日まで

新春に笑顔を運ぶ年始

のろーるは︑干支の
﹁丑﹂

が登場します︒

土曜日
あっさりした純生クリ

ームと甘さ控えめのカス

タードクリームをふんわ

りスポンジで包み︑松竹

分 〜午後６時 分︶

30

梅で可愛くおめかし︒予

９時

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

30

約は香梅各店へ︒

2020年12月19日
問合せ／白山本店︵午前

＜3＞

【電話予約制】ワークショップ（各回先着4人）
【clue.（クルー）
】
・
「バッグチャーム」
作り
・12/25・26・27・28
①11:00〜 ②15:00 〜
12/26・27は②のみ
・参加費6050円
（約90分）

【catton（キャットン）】
・
「猫耳リング」作り（1個）
・12/26・27
①11:00〜 ②15:00 〜
・参加費5500円（約50分）

ワークショップで作る「猫耳リング（イメージ）」
予約は全て12月19日（土）
10時から ※料金は税込

