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2020年12月19日

土曜日

Go To トラベルキャンペーンとLOOK UP kumamotoキャンペーン、2つのキャンペーンを適用して実現しました！

豪華とらふぐコース＆ホテルディナー。プチ贅沢な旅
旅行企画・実施／阪急交通社 熊本支店

光明媚な冬の景色を船上

から満喫できますよ︒

夕食は︑ホテルのコー

五橋クルーズなどの天草観光と
５０００円の地域共通クーポン付与

まるで〝お年玉〟のよう

な１泊３食付きのツアー

２つの助成金

スディナーを特別に用

が登場！

を利用しているので︑ビ

トなど︑和洋折衷の美食

5000円

地域共通クーポンが
付与されます！

意︒牛ステーキやデザー

天草の冬の味覚﹁天草

のオンパレード︒さらに

さらに…

ックリするほどお得︒

産とらふぐ﹂は︑刺身が

出発日

9500

︵２０２１年︶

1

三井ガーデンホテル熊本

1 500

食べ放題︵ 分︶＆ふぐち

3

自慢の朝食をゆったり味

熊本市からの助成金

旅行代金への給付金

わった後は自由行動︒復

℻ 096（211）3901

支払い実額

（大人1人、1 〜 2人一室
利用・消費税込）

り鍋・から揚げも堪能で

■旅行代金

きますよ︒リゾラテラス

☎ 0570
（089）007

旧工事中の熊本城や桜の

天草産とらふぐコースとホテルディナーを食す くつろぎのひととき
熊本ちょっと贅沢な旅 2日間

馬場城彩苑を散策した

牛ロースステーキや刺身・
デザート＆フルーツなど
オリジナルコース。山本
料理長の腕が光ります！

◇最少催行人員／ 20人 ◇食事回数／
朝1・昼1・夕1 ◇添乗員／同行（1日目
熊本駅〜 1日目ホテル） ◇予定バス会社
／九州産交バスまたは九州エリア利用バ
ス会社（同社基準） ◇バスガイド／同行
なし ◇利用予定ホテル／三井ガーデン
ホテル熊本（指定）

天草や藍のあまくさ村で

◎1人1室利用でも同代金

30

り︑楽しめます︒

２日目

◎宿泊は三井ガーデンホテル熊本
指定＆のんびり11時チェックアウト

は︑名産品の買物も︒天

天草産のとらふぐは
刺身・鍋・から揚げも

旅行代金には乗船料込み。天草の
美しい景観を船上から満喫

コース番号 71009Ｋ-6329 とお伝えください

☎ 096
（278）
8939

1日目昼食

◎天草五橋クルーズ

ホテル（三井ガーデンホテル熊本が提唱
する「楽しみになる朝食」など、チェック
アウトの11時までのんびりお楽しみく
ださい。…各自解散 チェックアウト後
は、熊本城の特別見学通路の観光や桜の
馬場 城彩苑・サクラマチクマモトでお買
い物など、楽しみ方いろいろ

ナビダイヤル

和洋折衷のコースで
優雅なホテルディナー

※料理内容は仕入れ状況や時期により変更とな
る場合があります

１日目

熊本駅（9:30発）＝市民会館前（9:50発）
＝藍のあまくさ村（日本一大きな天草四
郎像）＝天草海鮮蔵（天草産とらふぐ刺
身・鍋・から揚げをご賞味。さらにとら
ふぐ刺し食べ放題/30分）=リゾラテラ
ス天草（ショッピング）=五橋クルージン
グ=熊本市内〈泊〉
※夕食はホテルにて牛ロースステーキ
（約50ｇ）など、和洋折衷コースを堪能

予約・問合せ

1日目夕食

充実の1泊3食付＆観光も！

ＧｏＴｏ
トラベル
対象

検索←

阪急交通社

草五橋クルーズでは︑風

【行程】 ※行程順が変更になる場合があります

71009Ｋ

1月 8㊎・11㊗・13氺
15㊎・17㊐・24㊐
27氺・28㊍

万円
万
円
万円
円
■受付／平日9:30 〜 17:30、土日祝は〜 13:30
※1人から申し込めます。相部屋はありません
カウンター受付は月曜〜木曜10:00 〜 16:00
スマホで
簡単予約
金・土・日・祝は電話受付のみ ※12/30 〜 1/3休
※本コースはGo To トラベル事業の支援対象です。お支払い実額等の明細につきましては、お振込のご案内またはWEBページ申込確認内容にてご確認ください。なお、給付金は同事業の適用範囲内（10
■住所／中央区花畑町12-28 桜スクエア6Ｆ
【2012001ＫＭＳ】 円単位）で計上します ※給付金受領について／国からの給付金はお客様に対して支給されるものであり、同社およびGo To トラベル事務局がお客様に代わって受領（代理受領）して、給付金を差し引いた
お支払い実額をお支払いいただきます。なお、取消の際は、旅行代金（追加代金を含む）を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は同社およびGo To トラベル事務局による代理受領についてご
了承のうえお申込みください ※観光地入場料等は各自負担となります ※掲載写真はすべてイメージです ※詳しい旅行条件を説明した書面が渡されるので、事前に確認のうえ、申し込んでください

観光庁長官登録旅行業第1847号、(一社)日本旅行業協会正会員

感染症が気になるこの時期に！

等身大のオシャレな暮らしが叶う。安心・安全、うれしい“健康優良住宅”

2つの菌のダブル飲用がおすすめ

女性が住みたくなる「こだわりの家」、完成

「ヤクルト400」
「ミルミルS」4週間お試し
熊本ヤクルト

熊本ヤクルト

熊本

村建

検索 ←

今回は︑特に若い子育

ゼットがあるのも魅力の

リーウォークインクロー

スペースを完備︑ファミ

モデルハウスが即完売する︑人気住宅
会社︒今年最後の見学販売会は今週末

て世代に見てほしい︑益

と つ が︑ 背 伸 び し な い︑

４週間のお試しを

ここに注目！
“便利×オシャレ”の
工夫が随所に

北欧テイストの「スカンジナビア」スタイル
2階建て4SLDK
（駐車場3台）

城の閑静な住宅街にたつ

心地よいオシャレ感で

ひとつ︒備え付けのカー

ッチン２方向から出入り

す︒ナチュラルな住まい

テンや壁紙︑照明一つひ

可能︒漆喰の玄関は消臭

に憧れる人は必見︑ぜひ

２階建て物件を紹介︒

面も優秀︑子どもの健康

来場を︒

リビングへ︑玄関とキ

面でも安心できます︒２

腸内環境を良好に保つこ

とも有効です︒

階は４部屋すべてに収納

風邪やインフルエンザ

主に小腸で働く〝乳酸

にかかった後︑他の症状

菌 シロタ株〟が︑１本に
﹁熊本ヤクルト﹂では

は治まったのに鼻水や鼻

４００億個以上含まれて 〝４週間お試しプラン〟を

本・通常価格

づまり等︑鼻の不調が続

２４０８円︶が１７２０

本・通常価格３０

くことはありませんか？

円︒﹁ミルミルＳ﹂４週間

に限り﹁ヤクルト４００﹂

ス菌 ＢＹ株〟が︑１本に

分︵

い る﹁ ヤ ク ル ト ４ ０ ０﹂ 実施中︒初めての申込み

１２０億個以上含まれる

２４円 ︶は２１６０円で

ウイルスや細菌の感染

日常生活に支障をきたす

﹁ミルミルＳ﹂︒２つの菌

試せます︒申込みは︑フ

０１２０・２５・８９６０

％カット︶﹂︒主 ﹁ヤクルト４００ＬＴ﹂４

ことも︒早めの受診を心

は生きたまま腸まで届き

リーダイヤル︑ＨＰで受

ロリー

がけましょう︒

腸内環境を改善︒このダ

付中︒※荒尾・水俣・津

30

が原因で起こる﹁副鼻腔 ﹁ヤクルト４００ＬＴ︵カ

予防としては︑まず風

ブル飲用が健康管理に役

奈木地区は対象外︑税込

28

炎﹂が慢性化すると︑鼻

邪をひかないようにする

ルトレディが届けてくれ

がい︑マスク着用のほか︑ 立ちます︒いずれもヤク

ことが大切︒手洗い︑う

る宅配専用商品です︒

留守がちな人には「保冷ボックス」にお届け。
※時間帯や設置場所によっては、
貸出しがで
きない場合があります

28

週間分︵

空気が乾燥しないように

1
貸出無料！
【保冷ボックス】

の 不 快 な 症 状 が 治 ら ず︑ に大腸で働く〝ビフィズ

室内の湿度管理を︒また

「ヤクルト400」
「ヤクルト400LT」
１本 86 円。「ミルミルＳ」１本108 円
※いずれも宅配専用（宅配料無料）

村建（muraken）

検索 ←

2780万円（税込）

キッチンはタイル張り。玄
関、パントリーから一直線
と家事動線が独立している
ので、急な来客があっても
慌てずに済みますよ

スーパーキッド益城店…徒歩12分
コンビニ…徒歩4分
益城中央病院…徒歩8分
グランメッセ熊本…車9分
ショッピングモールさくらの森…車13分
外構完成済み、オール電化、エアコン2台完備、照明・
カーテン取付済み、コーディネート家具付き、モニター
付きインターホンあり、フラット35適用済

【要予約】オープンハウス＆販売会開催！
12月19日（土）
・20日（日）10:00 〜17:00
※来場者用P有、上記以外の日程は問合せを

福田病院1階

ナチュラル通信
vol.7

野菜の
焼きカレー

レストランメニュー

●

● 現地
●

●

下田商店
益城町寺迫
交差点

28

益城町文化会館 ●

野菜の焼きカレー

（サラダ付き）……… 1100円〈税込〉
●ターメリックライスに本格派のカレー、
チーズに色
とりどりの野菜、
温泉卵までのった豪華版。
シンプル
な
「焼きカレー」
950円もあります。
熱々を提供するの
で7～10分ほどお時間をいただきます

たっぷり野菜＆とろ～りチーズ、焦げ目も絶品です！

レトルトカレーを使ってご自宅でも！
クリスマスの食卓におススメです

焼きカレーの本 場・門 司の名 店の味をヒントに研 究を重ねたナチュラ

手軽なレトルトを活用。
バター
● おうちで再現するなら、
で玉ねぎとご飯を軽く炒め、
塩コショウとターメリックを
加えます。
カレーとチーズをかけたら、
仕上げにトース
ター
（高温）
で焦げ目をつけるのがポイント。
プラザナチュラルのビーフカレー480円
（税込）

ル自慢の一 皿。いまでは季 節を問わず大 人 気メニューに。素 揚げした野
菜もたっぷりトッピングされ 、栄 養 バランスもG O O D 。程よい 辛さのカ
レ ーと温 泉 卵、とろけるチーズ の 風 味 、さらに高 温で 焼き上 げ た 焦 げ目
がいいアクセント。定 番のカレーとはひと味 違う、五 感すべてで楽しめる
「野菜の焼きカレー」をぜひご賞 味ください。
お歳暮ギフトコーナー・Xmasグルメの予約も受付中

売店では安心・安全にこだわった冬のギフトを多数ご用意しています。
また、
毎年人気の
シュトーレンやケーキ、
チキンなどクリスマスに欠かせないグルメも好評予約受付中

自然食レストラン・自然食品の店

ナチュラル

熊本市中央区新町2-2-6 福田病院1階

●

Tel. 096-322-9278 レストラン営業
売店営業 平日 10:00～18:00 平日 11:30～15:00(14:30os)
※日・祝は ～17:30 ※日・祝は 休業

443

至西原

〈PR〉

宅地建物取引業／熊本県知事免許（2）第4815号

【概要】●上益城郡益城町大字辻の城281-1 ●交
通/「木山上町」バス停徒歩12分 ●土地/151.43㎡
（45.81坪） ●建物/110.81㎡（33.52坪）●校区
/ 益城中央小・木山中 ●令和2年10月完成

至健軍

R2.12.19・20の2日間限定

本社住所／北区硯川町749

スーパー
キッド

来場時クーポン提示で

ハッピーエレファント
野菜・食器用洗剤
プレゼント！

☎096（245）
0230

至阿蘇くまもと空港
天草機工

村建（muraken）

●見学会予約・問合せ／ 村建（売主）
旧益城町役場

読者限定 COUPON

天井高2.5ｍのリビン
グ は 開 放 感 抜 群。 高
台南斜面で日当たり
良好です

