今月のイチオシグルメ!
光の森

餃子と焼きとり

とりきち 光の森店

GoTo

Eat

あか牛丼専門店

阿蘇

ごとう屋

〇〇商店街

阿蘇店

GoTo

光の森

2021年11月6日

土曜日

シェ・入り江

Cafe & Restaurants

新 鮮 ぷるっぷるのモツ と、
ダシが きいた 濃 厚ス
ープは黄金コンビ。これはもう飲むしかない！

☎096-233-4533

＜8＞

GoTo

Eat

「オムライス御膳 」はトロトロオムライス・マカロニグラ
タン・ローストビーフサラダ・プチビーフシチュー付

Eat

☎0967-34-0114

アイコンの説明は
6ページ参照

「阿蘇高菜あか牛丼とあか牛だご汁セット」税込
２１００円。だご汁はうどん そばに変更可

Eat

☎096-227-6880

GoTo

or

発酵食材の腸活鍋も！人気のモツ鍋に新作登場

江戸時代からの伝統×阿蘇のあか牛、必食です

ランチは500円引き、復刻メニューもお得に！

住 / 菊 池 郡 菊 陽 町光の
森7-23-7、P24台
営/17：00～23:00
（22:00os）、不定休
全席禁煙、個室・座敷
有、価格は税込

「ごとう屋」のあか牛丼は一味違う！ 深み 住/阿蘇市黒川14-3
（カドリードミニオン前）
ある美味しさの秘密は江戸時代から続く
「山
営 / 10 : 3 0 ～16 : 0 0
内本店」の
“あか牛肉みそ”と
“秘伝のだし醤 （15:30os）、金曜・第3
油ダレ”。柔らかい肉質と濃い旨味が特長の 木曜休、P20台
※一の宮本店も営業中
あか牛の良さを、120%引き出しています。 ※感染防止対策認証店

ファンの声に応えた復刻メニュー「オムラ
イス御膳」が「リビングを見た」で通常1530
円が1100円に！ 今月のバラエティプレー
トランチのメインはベイクドチキン。カニクリ
ームコロッケにエビフライもついてお得です。

同店大人気のモツ鍋が今年もスタート！
食 欲の秋の11月は
「定番醤油」
「発酵味噌
鍋」
、新作
「旨カラ赤鍋」の3種類から選べま
す。菊陽町プレミアム付食事券も利用可。個
室もあるので、気兼ねなく食事を。予約が◎。

く～ぽん

とりきち 光の森店
予約＆クーポン持参で

至大観峰
212

※税込

ごとう屋
阿蘇店
至大津

餃子（黒豚・鶏しそ・にんにく）

1皿5個入り 特価110円！ 扌

1組5皿まで、
テイクアウト可、
Ｒ3.11.3 ～11.30まで

油そば専門 兎

熊本市役所の裏店

GoTo

一の宮本店

●

あか牛丼専門店 ごとう屋
クーポン提示で料理を注文すると

※グループ全員可、他サービスと併用不可
２店で使用可

住/中央区手取本町3-1第二
クマモトミヤモトビル１階
営 / 11 : 0 0 ～1 4 : 3 0 、
17:30〜22:00 (日曜の
み21:00まで)、不定休
※価格は税込

普通盛（780円）＋特製トッピング旨辛ミンチ（200
円）で後引く辛さがヤミツキな台湾まぜそばに！

リビング
油そば専門 兎

ザ・ニュー ホテル 熊本

LINEの友だち追加で、
トッピング１つ無料！

桜町

ソムリエ厳選のシャンパンや解禁直後のボ
ジョレー、
いま注目のモクテル
（ノンアルカク
テル）
＆ホテル自慢のスペシャルコースを堪
能する一夜限りのイベント。
クラシックライブ
が特別感を演出してくれます。
大人時間を…。

藁焼き

R3.11.3 ～11.30まで ※税込、
1枚で4人まで

てんまや

GoTo

Eat

☎096-285-5161

4種のまぐろドド～ン！ 冬の贅沢丼500円引き
「てんまや」といえば
新鮮こだわりの刺身メ
ニュー。なんと今回は、
豪華
「 ま ぐ ろ の4種 盛
り丼」がランチ限定で
初登場です。超肉厚な
マグロの切身がツヤツ
ヤと輝き…白ご飯と頬
張れば、もう幸せ！
北海道産蕎麦粉の十割
蕎麦も２玉付き。

11/23
（祝・火）全席指定
時間／受付 16:30～
開宴 17:00～19:00

特

会場／3階 鳳凰
※ 席はグル ープ毎に用意 。1
テーブル最大8人まで

SAKURA MACHI Kumamoto

赤身・中トロ・ハイウオ・ネギトロの4種。それ
ぞれの美味しさをじっくりご賞味あれ

リビング

典

藁焼き

「リビングを見た」で、煌Nightを予約すると

料金／1万円
（料理・ドリンク・税サ込）

住/南区田迎4-4-39
営 / 昼 ＝11：3 0 ～14 : 3 0
（14:00os）
、
夜＝18:00～
24:00（23:00os）、P有
※11月14日・15日は休み
※価格はすべて税込

住/西区春日1-13-1
予 約・問 合 せ / 9 : 0 0 ～
18:00（土日祝～17:00）
←オンライン
予約も
受付中

く～ぽん

てんまや

※ランチ限定

「まぐろの4種盛り丼と十割蕎麦セット」

ロビーラウンジ＆バー ANDO
で使える 20％ OFF
チケットを1人につき1枚プレゼント

く～ぽん

扌
⇒デザート付ランチ各500円引き！

美酒美食×クラシックLive「煌Night」

熊本市役所の裏店

※①・②は併用可、他サービスとの併用可、 扌
１枚でグループ全員可、R3.11.6 ～ 11.30まで

写真は、今月のバラエティ
ープレートランチ

田迎

☎096-326-5572

く～ぽん

①旨辛ミンチ含む200円までの
トッピングが１品無料！
②テイクアウト容器（100円）サービス

扌

R3.11.3 ～ 11.30まで

早くも常連多数。旨辛ミンチで台湾まぜそばも！
７月のオープンから
口コミで常連が続々増
加中。油そばマニアも
唸る、東京武蔵野系・本
格派の一杯です。特製
醤油ダレ×モチツル中
太麺をベースに、自分
好みにアレンジできる
トッピング＆調味料が
人気の理由。新登場の
旨辛ミンチもぜひ！

リビング

シェ・入り江 注文時にクーポン提示で
Ａ.ヒレステーキ
通常3050円
B.サーロインステーキ 通常2500円
Ｃ.バラエティプレート 通常1730円

ドリンク１杯サービス！

宮地駅

57
●
道の駅 阿蘇
カドリー
ドミニオン

熊本駅前

く～ぽん

ライブは熊本で活躍中の
「リヴィエール」
のクインテ
ット編成で、スタンダードナンバーをお届けします

Eat

☎096-324-0201

リビング

●

ごとう屋

JR阿蘇駅

●

阿蘇神社
●

至大分

ネット予約やオンライ
ンショップはこちら

手取
本町

リビング

住/菊陽町光の森5-19-1
営/昼11:30～14:30
※夜は完全予約制17:00
～ 要 確 認 、第1・3 木 曜
休（ 第2・4 木 曜 は 昼 の
み）、税込

1280円！扌

通常1780円⇒
LINEで友だちになると
お得情報盛りだくさん！

グループ全員可

R3.11.3 ～ 12.26まで

＊価格はすべて税込

サクラマチ最旬グルメ［Vol.7］ おいしいが溢れる地下１階グルメはもう制覇した？

B1Fレストラン

串カツ田中

☎096-328-8880

B1Fフードコート

☎096-277-1139

営/11:00～22:00（21:30os）

串カツ単品

１本100円～

“超絶ハッピーアワー”
、 串カツ盛合せ 740円～
平日限定で開催中！
リビング く～ぽん
大阪名物B級グルメ
「串カツ」が食
べられる人気店。平日午後３時～６
時は
“ジムビームハイボール”か
“定
番 レ モ ン サ ワ ー”が1杯 な ん と99
円！ ちょい飲みにオススメです。

串カツ田中 サクラマチ店
会計時にクーポン提示で

会計金額から

10％オフ！

Ｒ3..11.3 ～11.30まで

全国ご当地グルメ屋台

扌

営/10:00～20:00（19:30os）

人気No.1！ 大阪名物
「元祖 モダン焼」
アツアツの鉄板にジュージューと
ソースの焦げる音。
ひと口食べれば、
キャベツのシャキシャキ感と麺のモ
チモチ感にトリコ。全国のうまいも
のが食べたくなったら同店へ！

元祖 モダン焼
858円
（ご飯・味噌汁セット 1023円）

リビング

く～ぽん

全国ご当地グルメ屋台
注文時にクーポン提示でサービス

ソフトドリンク 1杯 扌
モダン焼 麺増量
※どちらか１つを選択
Ｒ3..11.3 ～ 11.30まで

8団体共通

ガッチャ

B1Fレストラン

肉バル GOTCHA

☎096-223-5759

営/11:00～22:00（21:30os）

単品からコースまで！
シーンに合わせて選べる
20種類ものワインと、肉料理が自
慢の同店。オススメは
“清正盛”
。人気
お肉４種類がお腹いっぱい食べられ
ます。コスパ◎のランチもぜひ。１人
でも入りやすいカウンター席あり。

GoTo

Eat

清正盛（サーロイン・牛ハツ・牛タン・
牛ハラミ計520g） 4390円

リビング

く～ぽん

肉バルGOTCHA
注文時にクーポン提示で

ドリンク1杯無料！扌
※飲放メニューから選択、
1枚でグループ全員OK
Ｒ3..11.3 ～11.30まで

