2021年7月24日

土曜日

のどごし︑つるりん︒

１パック６個入り３２４円︵税込︶
※日保ち 冷蔵で２日

阿蘇の天然水で仕上げた

水まんじゅうが美味しい

季節です︒なめらかな小

豆こし餡と︑蜜に浸した

＆回収で〝うれしい〟を提

ウォーターボトルの宅配

いしい〟を︑電話１本で

い夏︒水分不足は熱中症

供︒ウォーターサーバー

体の水分が失われやす

や脳梗塞︑心筋梗塞とい

途︶は除菌・洗浄のメン

︵あんしんサポート料別

テナンスで衛生的です︒

った大きな病気を引起こ

﹁アクアクララ﹂は︑ク

14

す要因の一つに︒

リアな冷たい水とお湯が

・定期メンテナンスで安心

住所／東区保田窪４ノ

すぐに使えてとっても便利
・１ℓ /117円
（税込）
と経済的

営業 ／午前９時〜午後６時

・80 〜 90℃のお湯が

97

サーバー方式で利用でき

ノ

・軟水だからまろやか

る優れモノ︒冷房で体が

冷えてもすぐに温かい飲

み物が作れますよ︒健康

のためにこまめな水分補

給を徹底しましょう︒

ミクロ︵１万分の１ミ

クロン︶のろ過水で〝きれ

い〟を︑ミネラル成分を

バランス良く配合し〝お

② 5本まとめて注文すると
プラス1本でさらにお得！

ガラス越しに広がる夜の庭園、星空と月夜…。これぞ大人の醍醐味です

夏の風物詩「サマー ビアーバー」8月末まで
GoTo

Eat

お酒と相性抜群のおし

ゃれなおつまみ＆フレン

絶品料理が味わえる ﹁サ

チの料理人が腕を振るう

＊グループ全員利用可
R3.7.22 〜 8.30まで

マービアバー﹂ が今年も

コーヒー

（HOTorICE）を1杯サービス

アサヒ ﹁琥珀の時間﹂

予約時に「リビングを見た」で

スタート︒

ラック ﹂ ⁝ と ビ ー ル だ

や﹁ヱビス プレミアムブ

読者限定 特典

焼酎・カクテル・ソフトドリンク︶

ザ・フェイス

4

予約・問合せ
10:30 〜 18:00、
水曜休

☎ 096（385）
8050

住所／中央区神水本町21-10
＊「八丁馬場」
電停すぐ
MAP→

料理４品＋飲み放題付き︵生ビール 種・ウイスキー・

マリエール神水苑
けでも４種︒ほかウイス

☎096
（388）
4129

なんと、1809円
（税込）もお得

キーや梅酒︑カクテルな

住／東区戸島2-2-1

アクアクララ の特徴

２本お届け！

庭園を眺めながらの美酒

ラインガルテン
9:00 〜19:00

同社の 新・生活様式対応
●各店アルコール消毒液を設置
●密を避けるため、入場制限を
行う場合があります
●マスク着用・手指消毒・係員
誘導に協力ください

お得!!

ども飲み放題︒歴史ある

ライン
ガルテン

ダイイチライフ

①初回限定、999円（税込）で
ウォーターボトル
（12ℓ）

美食は格別ですよ︒大切

7月は「がんばれ日本！」フェア
に続き、恒例の「肉の日」も3店
舗同時開催！ 夕方市や開店か
らの半額セールをお楽しみに

●

●

999円でウォーターボトル２本お届け

1

な人との語らいに⁝︒

7月29日（木）
は
毎月恒例「肉の日」！

０ １ ２ ０・５ ４・９ ６ ６ ２

キ︑焼肉セット︑切り落

住／北区武蔵ケ丘2-26-1

☎096
（339）
1670

自社牧場肥育の牛だか

9:30〜18:30

●
しゃぶ葉

としなどが大・特・価！

肉のドッキン市 武蔵ヶ丘店

桜葉の香り︒シャーベッ

アクアショップ

世界中が感動に包まれる４日間︑
オオツカの頑張りにも感動の嵐！

住／南区流通団地2-6

☎096
（377）
2941

武蔵塚駅

ファミリーマート
●
228

くまも と
成仁病院

9:30 〜19:00

57

● 日赤病院
●
セブン
57 イレブン

車道
九州自動

肉のドッキン市 流通団地店

●

〒

スシロー

東バイパス

●

ゆめタウン
光の森

●

九州自動車道

ファミリー
マート

済生会
病院●
スズキ
●

平成大通り

国道３号線

●

肉のドッキン市
武蔵ケ丘店

みねとま
クリニック ●
武蔵中央通り
きずな ●
整骨院

ら鮮度も質も極上︒普段

＊セール品はすべて売り切れ次第終了です。早めに来店を！ ※写真はイメージ

この価格ではなかなか買

鶏肉・豚肉もリーズナブルな価格で販売！

こ ん な 時 だ か ら こ そ︑ ループも﹁全身全霊で応

（税込）
通常2500円⇒1980円！

え ま せ ん よ︒﹁ お 酒 と の

不定期開催！ 牛肉焼肉セット
（約500g）

援します！﹂︒

※各店限定100パック
（1人2パックまで）

頑張る選手たちを真摯に

⇒181円（税込）

相性は最高︑ぜひご自宅

100ｇ通常278円

フェア中は︑スポーツ

②16:00〜
大塚牛切り落とし

応援したい︒家族に勇気

※各店限定100パック
（1人2パックまで）

でご堪能ください﹂︒

（税込）

321円〜537円

観戦を大いに盛り上げる

⇒

100ｇ通常
429円〜 861円

を与えてくれる記念すべ

大塚牛各種ステーキ
（ロース・リブ・
ランプ・モモなど）

１枚肉の厚切りステー

①10:00〜

き４日間を︑オオツカグ

おトク1 チャンスは1日2回！ ビッグなタイムセールス

●
サンリブくまなん
平成けやき通り
肉のドッキン市
流通団地店

ト状でも美味しく︑さっ

餡にも蜜にも、香り高くコクが
ある八女産の抹茶を使用。上品
で贅沢な味わいです

「アクアクララ」でしっかり水分、
元気な毎日に

検索 ←

7月22日（祝・木）〜 25日
（日）
、3店舗同時に大盤振る舞い！

おトク3

ぱりとした味わいが涼し

「抹茶」も人気！

初回限定！

7月22〜25日限定「がんばれ日本！」フェア

おトク2

お菓子の香梅

【取り扱い店舗】 両商品とも、熊本城香梅庵・
熊本空港店・熊本空港香梅庵をのぞく全店

自宅でのスポーツ観戦を100倍楽しむ必勝アイテム、それは「肉」！

オオツカグループ

30

阿蘇伏流水まんじゅう

1パック6個入り357円
（税込）

特定原材料等／乳、大豆

オオツカグループ

さを運びます︒冷凍で

※予約はお早めに。最寄の香梅各店へ

ほろ苦い珈琲餡を真っ白なお餅で包み、キラリと
光る珈琲味の錦玉羹（きんぎょくかん）をのせまし
た。いただく前にちょっと冷やすのがおすすめ

日もつので︑遠方への贈

１箱６個入り６４８円︵税込︶
※日保ち 常温で１日

「初餅」は、毎月1日の数量限定販売です

り物にもおすすめ︒

お菓子の香梅

問合せ／白山本店

葉月の初餅
「珈琲大福」

午前９時〜午後７時

毎月１日だけ販売され

る香梅の初餅︒
８月は
﹁珈

琲大福﹂です︒風味豊か

な珈琲餡は︑キレの良い

甘 さ で 後 味 も ス ッ キ リ︒

夏の情緒を感じる見た目

にも涼しげな珈琲味の錦

玉羹︒冷やし加減で変わ

るお餅の食感も◎︒冷や

し て お い し い 夏 の お 餅︒

縁側でちょっと一服︒

問合せ／白山本店

午前９時〜午後７時

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

はじめもち

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

＜3＞

●8/30（月）
まで好評開催中
＊毎週金曜〜月曜・祝日に実施
17:30 〜 22:00（20:00os）
（税込）＊前日迄の要予約
●1人 5000円

