2021年11月20日

私に 家 族に 大 切 な人に

磯鷸之庄

本荘店

Eat

おせちの購入特典として常連客から絶大な
人気の「特大海鮮太巻」が満を持してテイクア
ウト商品に！ マグロ、カンパチ、穴子、サ
ーモンなど海鮮がたっぷり。注文は前日まで
に本荘店へ電話、店頭での受取または一部配
達も可能です。箱入りで見ためも華やか、訪
問先への手土産や家族の集まりに重宝します。
● 資生堂
産業道路

磯鷸之庄、
本荘店

公園

●ファミリーマート

※すべて税込

味千ラーメン（重光産業）
手土産向け・オシャレな手提げボックス付き

●特撰味千ラーメン6食【具材付き】
※包装不可・シールのし

2000円

具材リスト／フライドガーリック1袋（30ｇ）・
高菜1袋（50ｇ）
・天草大王炭火焼き1袋（50ｇ）
◎特撰味千ラーメン4食＆黒マー油ラーメン
2食【具材付き】2000円もあります※具材は同じ

贈答用オリジナルギフトボックス付き

●特撰味千ラーメン12食【具材付き】
※全包装済み・シールのし

3400円

自宅向け・いっぱい入ってお得！

●特撰味千ラーメン12食＆
黒マー油4食【徳用具材付き】詰合せ
※包装不可・シールのし

4800円

具材リスト／フライドガーリック1本（70
ｇ）・高菜2袋（50ｇ×2）・天草大王炭火
焼き2袋（50ｇ×2）・パイク―2袋

申込み方法
＊
「リビングを見て」
と伝えると対応がスムーズです

送料：熊本県内は605円。その他地域により異
なります。詳しくは問い合わせを
発送：注文の翌々日の営業日（天候・交通事情等
により変更になる場合があります）
支払方法：①代金引換（手数料別途）②銀行振込
（手数料別途/入金確認後の発送となります）
返品・交換：原則不可
※個人情報は本人の同意なしに第三者へ提供されません

☎ 096
（349）2223

受付：9:00 〜 17:00、平日のみ

D 096（349）
2233

住所：菊池郡菊陽町辛川448

注文用紙は
味千各店にも
用意。こちらも
利用を！

鶏炭火焼き・高菜…具材も入って便利！
この味なら納得・満足。元祖・熊本ラー
メン「味千」で、密かな人気のギフト商品。6
食入りの手提げボックスは、実家に帰省したり
友人宅にお邪魔するときにとっても重宝。お歳
暮や県外の人へのギフトには、シックな贈答ボ
ックス入りが◎。どちらも具材がセットなので、
お鍋1つでお店さながらの味がチャチャッと簡
単調理できちゃいます。おうちご飯に活用を！

はません

肉質にこだわり、極上
サーロインを肉汁を閉じ込めながらじっく
りロースト。柔らかく豊かな味わいは五つ星
クラス。ワインやお酒のお供に、リッチなロ
ーストビーフ丼に…と家族が笑顔になります。

オリジナル
「縁結びドレッシング」1本584円（税込）
鶴屋地下2階、フーディワン各
店、道の駅 大津ほかで販売中

1枚ずつ冷凍してストックもできますよ。
●
イワサキ

玉ねぎ&黒酢、深煎り焙煎ごま
の2種。佳紋のサラダでおなじ
み、ハンバーグや唐揚げ、炒め
物にも大活躍。
食通にも評判です

●佳昇

● 花屋
● 肥後銀行

インスタには
お得情報も→

通町筋

（351）
4129
☎096

ゴールド●
ジム
●上通郵便局
●縁

ホテル日航 ●

●

佳紋

● 手取天満宮
●

● 鶴屋 肥後 水道町電停
銀行

住/中央区上通町3-15
ステラ上通ビル地下
営/11:30〜14:00os、
17:30〜21:00os
不定休 ※税込
※宅配は、問い合わせく
ださい

天草のブリやマダイが
便利な冷凍惣菜に！
クリエーション WEB PLANNING

12

AMAKUSA産直便

支払い：銀行振込・郵便振替・コンビニ・代金引換
振込先：肥後銀行天草支店（普通）1881942
発送：注文より5日前後 返品：不可
送料：無料

申込先：天草産直便 10120・802・221
D 0969(66）9222 メール shop@cwp-jp.com
※FAX・メールは〒住所・氏名・電話・個数明記

WEB申込み
受付：9:00 〜 17:00、土日祝休
住所：天草市楠浦町3237-2
（株）クリエーション WEB PLANNING
※個人情報は商品配送・ＤＭのみに使用

北海道直送の数の子を︑スルメと昆布の旨みが凝
縮された甘くち醤油ダレにじっくり漬け込み！

具材リスト／フライドガーリック1袋（30ｇ）・高菜1袋
（50ｇ）・天草大王炭火焼き1袋（50ｇ）
◎特撰味千ラーメン8食＆黒マー油ラーメン
4食【具材付き】3400円もあります※具材は同じ

佳紋のオードブルで好評の自家製ロースト

セット内容は１００ｇ× 食︑写真はマダ イ
の甘酢あん＆野菜ソース焼き ︑ブリの煮付け

みんな大好き味千ラーメン
おうちであの味、実用的なギフトにも

Eat

ビーフが自宅でも！

下通り

至南熊本駅

住/中央区本荘4-9-28
受/10:00〜21:00
火曜休、駐車場あり
※太巻は10本以上の注
文から熊本市内配達可、
詳細は問合せください
※価格は税込

GoTo

佳紋

参道

●P P

●

熊大病院

●
至熊本駅

鉄板焼・ステーキ

国道３号線

地域医療
センター

肉の匠「特製ロースト
ビーフ」300ｇ4320円

並木坂 上通り

☎096
（362）
4566

代継橋

新・催事弁当３２４０円

●今年の忘年会に「新・催事弁当」1620円〜
会 合 や 忘 年 会、 自 宅 で
の 集 ま り に 最 適。 職 人
手作りの豪華な2段重弁
当です。
「新・催事弁当」
は1620円・2160円・
3240円・5400円。 個
数により配達もOK。

GoTo

検索 ←

いそしぎの庄

＜14＞

ギ フト セ レ ク シ ョ ン
︻テイクアウト限定品︼３〜４人分・自家製タレ
＆野菜付き ※２日前までの要予約・店頭渡し

︻テイクアウト限定品︼特大海鮮太巻 １本１７２８円
※前日までの要予約 ※写真は太巻２本分です

気の利いた手土産に！
海鮮太巻が1728円

土曜日

検索 ←

天草の海の幸をレンジで簡単調理できる
冷凍惣菜。たっぷりのお魚で食べ応え充分の
「天草産ブリとマダイの冷凍惣菜12食セット」
8160円（税込）
。ブリは南蛮漬け・煮付け・
甘辛ネギ焼きなど5食分、マダイは甘酢あん・
バターポン酢・揚げ煮など7食分を詰合せ。
WEB申込みは12食分好きな惣菜が選べます。

お得!!

「リビングを見た」で注文すると

牛深節だしの

送料無料

鯛めしの素１パックおまけ

※WEB注文は備考欄に「リビングを見た」を入力
R3.11.17 〜 R4.1.31までの出荷限定

漬け込み完了！
数の子松前漬が半額
珍味

古じょう庵

8団体共通
※サクラマチ店のみ

「粒うに」1瓶通常1500円
⇒特別価格1080円！
各地から取り寄せた粒うにを下
関で加工。今年は全国でうにが
不漁ですが、「そんな時だからこ
そ手軽に味わえる機会を」と社長
の思いがこもった特別企画です
R3.11.17 〜11.24まで ※200本限定
※価格はすべて税込、写真はイメージ

恒例の第19回「数の子たっぷり！ 数の子
松前漬」大特売会がスタート！ １㎏ 6480
円相当が半額の3240円（自宅用・袋入）
。化
粧箱入も１日30箱限定で3500円。毎年お
歳暮にも重宝されています。電話注文は京
塚本店へ。
松前漬や粒うにを2160円以上購
入で熊本市内１カ所のみ自宅配達が無料。
4店舗同時開催！
①京塚本店

☎096（381）6508
住／東区京塚本町7-3

②サクラマチ店 B1F
③JR熊本駅店
④JR上熊本駅店

リビングく〜ぽん
数の子松前漬や粒うに
2160円以上の購入で

ご自宅お届け
無料引換券

※熊本市内1カ所、
コピー不可
R3.11.17 〜11.24まで

おトクな選定

ゆめタウン・ゆめマートの

お歳暮
1年間の感謝の想いを込めて
今こそ大切な人へ
“とびきり”の贈りものを

※お申し込み時にクレジットカード支払いで付与さ
れます。通常100円（税抜）で1ポイント付与のとこ
ろ、100円（税抜）で20ポイント付与されます。ゆめオ
ンラインポイントは、ゆめタウン・ゆめマート各店で
利用できる値引積立額に交換できます。

※お申し込み時にクレジットカード支払
いで付与されます。通常100円（税抜）で1
ポイント付与のところ、100円（税抜）で10
ポイント付与されます。ゆめオンラインポ
イントは、ゆめタウン・ゆめマート各店で
利用できる値引積立額に交換できます。

※100円（税抜）につき5円分の値引積
立額がたまります。
※電子マネーゆめか払い･クレジット
払い特典0.5円分は5倍の対象外です。
※他の値引積立プレゼント企画との併
用はできません。

詳しくは、ゆめオンライン⇒
ゆめタウンはません店

南区田井島１丁目 ２-1 問合せ ☎096
（334）
1625

