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今月のイチオシグルメ!

土曜日

ブーランジェリー パ・パン

田崎

TSUTAYA田崎店

会席茶屋 菊泉

GoTo

光の森

Cafe & Restaurants
☎096-233-4533

シェ・入り江

GoTo

Eat

写真は「バラエティプレートランチ」
。ビーフス
トロガノフ等に、パンかライス、デザート付！

Eat

昼のひばり会席コース２５００円（税込）
。色とり
どりの小鉢５種にお造り、季節のデザートまで

菊南温泉ユウベルホテル
☎096-344-5600

鶴羽田

ハード系・惣菜パン・デザート系など豊富。ランチや
本を片手にくつろげる広々イートインでゆっくり

☎096-351-6101

※クーポンはコピー及び
他の特典との併用は不可

TSUTAYA田崎店内に移転。絶品カヌレも！

日本庭園を眺めて…本格和食ランチ1680円～

バラエティプレートランチが、500円引き！

国産小麦にこだわり具材も全て手作り。高
千穂産発酵バターなどの良質素材使用、安心
で美味しいパンがお手頃価格で楽しめます。
話題のカヌレは、全国の百貨店催事でも完売
する人気商品。
まだの人はぜひお試しあれ。

隣接の温 泉も堪能しながら、ゆったり寛
げる
「菊泉」。GWの食事会や母の日に向け
ランチが一新。旬の素材をふんだんに使っ
た 選 べる 御 膳 は1680円。
2500円 ～ 会 席
コースもあり。好評につき、お弁当も再開。

今月のバラエティプレートランチはビーフ
ストロガノフがメイン。生ハムマリネやエビ
フライ…、入り江特製・人 気の極とろプリン
付、クーポン 利用で1230円
（税 込）
に。ＧＷ
の集まりにぴったりのオードブルもお得！
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5％引き！

扌

※税込、
他券併用不可
R3.4.28 ～5.31まで

てんまや

GoTo

Eat

☎096-285-5161

お得な
早割
プラン

90

ビュッフェ＋飲み放題付き５５００ 円

桜町

R3.4.28 ～ 5.31まで

R3.4.28 ～6.1まで ※価格はすべて税込

GoTo

住/西区春日1-13-1ザ・ニュー ホテル 熊本 1階
※ディナーは前日午後5時までの予約制。
予約がない場合は休業となります
※新型コロナ感染症対策を実施（ＨＰ参照）
簡単・便利なネット予約↑

TAKE OUT

※2日前15時までの要予約

洋食と中華のデリサラダやおかずを詰め合わせた

特製オードブル

北京ダック×ふかひれ×点心《 中華の饗宴 》
～アンガス牛ステーキ＆苺スイーツ食べ放題～

1万円
（4 ～ 5人盛／税込）

特

典

５月31日まで開催中 ※平日120分・土日祝90分の時間制
17:00 ～ 21:00（最終入店20:00）

ザ・ニュー ホテル 熊本 レストラン フォンタナ

※税込

→各500円引き！※1枚で4人まで、 扌

レストラン フォンタナ Eat

く～ぽん

1280円！

グループ全員可

4/29 ～5/5はオードブル
（7・
8人前）1万2500円→1万円

中国料理の名店「四季」の味が復活！ 北京ダ
ックや気仙沼産ふかひれの茶碗蒸し、チャイニー
ズ刺身サラダなど豪華料理がずら～り。これまで
のフェアでも人気の高かった点心6種も再登場。
もちろんフォンタナの代名詞・アンガス牛ステー
キも全部食べ放題で楽しめちゃいます。
ＧＷのレジャー気分で美食でお腹を満たしては
いかがですか？ お得な飲み放 題付きプランな
ら、少人数の集いにもぴったりですよ。

天草天然極上海鮮丼と十割り蕎麦セット
テイクアウトも大盛況！
炭火焼とり重（上）880円

Ａ.ヒレステーキランチ
通常3050円
B.サーロインステーキランチ 通常2500円
Ｃ.バラエティプレートランチ 通常1730円

高級中華＆牛ステーキが食べ放題

藁焼き てんまや
注文時にクーポン提示で

通常1980円⇒

く～ぽん

注文時にクーポン提示で

☎096-326-5002

住/南区田迎4-4-39
営 / 昼 ＝11：3 0 ～14 : 3 0
（14:00os）
、
夜＝18:00～
24:00（23:00o s）、P有
※価格はすべて税込
※感 染 症 対 策で 営 業 時 間
が変更になる場合あり

リビング

シェ・入り江

住/菊陽町光の森5-19-1
営/11:30～14:00os
※夜は完全予約制18:00
～20:00os、第1・3木曜
休（第2・4木曜はランチ
のみ）※空気清浄機等、
店内の感染症対策を徹底

※平日１２０分・土日祝 分 ※前日までの要予約
※グループ全員で利用を。各種割引対象外

GWの 大 盤 振 る 舞
い。ぷりっぷりの天草
天然活き魚のお刺身を
はじめ８種もの魚介が
てんこもりの「極上海
鮮 丼 」が、な ん と700
円引きに！ 香り高い
国産十割り蕎麦もセッ
トです。ランチ限定、１
日20食 の み の 提 供 な
ので、お早めに。

※ランチタイムの席の予約は2500円～

ザ・ニュー ホテル 熊本
熊本駅前

リビング

※税込

●いろどり膳（小鉢8種、お造り、揚物など）
●あら炊膳（小鉢、お造り、あら炊、揚物など）
●旬彩膳（小鉢、麺、セイロ蒸し、酢の物など）
●海鮮丼（小鉢、海鮮丼、味噌汁など）

写真は松花堂弁当2000円、
ステーキ重と穴子重は1500円

なんと700円引き！ 海鮮8種盛りの極上海鮮丼

仕入れにより当日一番オススメの刺身を選んで
提供。新鮮すぎて、キラキラ輝いて見えますよ

住/北区鶴羽田3-10-1
営/昼＝平日11:30
～ 1 3 : 3 0 o s（ 土 日 祝
11:00～14:00os）
夜＝月～木18:00～
2 0 : 0 0 o s（ 金 土 日 祝
17:30～21:00os）

創作旬感ランチ 各1680円

1000円（税込）以上の購入で

ブーランジェリー
パパン
TSUTAYA田崎店

藁焼き

く～ぽん

ブーランジェリー パ・パン 田崎店

至アクアドーム

田迎

住/西区田崎
2-3-340-23
（TSUTAYA田崎店内）
営/10:00～21:00
不定休
※イートインスペース
12席、Pあり、税込

平日

扌

ネット予約で

【料金／税込】ソフトドリンク飲み放題付
大人……5170円
シニア … 4620円
小学生…2310円
4歳以上…1100円

10％ＯＦＦ

通常の

※ディナーのみ Ｒ3.5.6 ～5.31まで

※写真はイメージ

当日飲み放題は、＋1760円生ビール・ハイボール・ワイン等

SAKURA MACHI Kumamoto

サクラマチ最旬グルメ［Vol.1］ 頑張る自分にご褒美を。期間限定メニューが続々登場
スンドゥブ

3Fレストラン

東京純豆腐

☎096-342-4970

B1Fレストラン

☎096-245-6229

営/11:00～21:00（20:30os）

ベイク

肉食堂よかよか

B1Fショップ

☎096-355-5506

営/11:00～21:00（20:30os）

チーズ

タルト

BAKE CHEESE TART
営/10:00～21:00

店頭のみ予約受付
数量限定
「母の日セット」
！
チーズタルト６個 にドラ
イフラワー付。
思い出に残る
プレゼントになりますよ。予
約期間は５月１日
（土 ）～５
月６日
（木）
まで。
5/7～5/9 母の日セット

2900円（税込）

人気純豆腐店の周年
セットがアツイ！
15周年記念！ 黒毛和牛とミニ
チヂミ、小鉢、ドリンクがセットに
なった贅沢スンドゥブがお得
（～
５月31日）
。マイルドなスープもあ
り、
辛さの調節OK。
ご賞味あれ。

黒毛和牛炭焼き風スンドゥブ

1500円（税込）

リビング

く～ぽん

東京純豆腐
「黒毛和牛炭焼き風
スンドゥブ」注文時に
クーポン提示でトッピング

無料（1品）
！

Ｒ3.4.28 ～ 5.31まで

扌

１日10食限定。特製御
膳は５月16日まで！
阿 蘇に本店を構える同店。阿 蘇
で育った自社ブランドのあか牛は
絶品です。
期間限定であか牛のそぼ
ろ・たたき・しぐれ煮、
高菜めし、
だご
汁、
小鉢付の阿蘇満喫御膳が登場！

チーズ・フランボワーズチーズ・
抹茶チーズの３種が２個ずつ、
さらにドライフラワー付！
数量限定なので予約が◎

よかよか阿蘇御膳

1760円（税込）

リビング

く～ぽん

肉食堂よかよか
「よかよか阿蘇御膳」
注文時に
クーポンの提示で

ドリンク1杯サービス
アルコールもOK！

Ｒ3.4.28 ～ 5.16まで

扌

限定「フランボワーズチーズタルト」

5/7
（金）～6/30（水）まで！

１個／ 300円（税込）
チーズの“コク”と“フラン
ボワーズ”の甘酸っぱさが
絶妙にマッチしたタルト

