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平日限
定

日帰りグルメ・会食の旅プラン

「くまもと再発見の旅」対象

注 意 事 項

3500円
下記の９店からお選びください

■期間 12月1日（水）～28日（火）利用まで
＊申込は「ＴＫＵヒューマン」まで
　利用日の7日前までに予約・入金をお願いします
　予約人数の変更も7日前までとなります
＊下記店舗に直接予約はできません
  （補助金対象外となります）

※このプランは熊本県観光補助金
「くまもと再発見の旅」を
適用しています
「地域限定クーポン」が
使用できる加盟店舗一覧
はこちらをチェック→

※その日の仕入れにより
内容が異なる場合があります

■対象　熊本県内在住者のみ

①対象店舗〈下記9店〉5000円相当の
　食事（飲み放題付き）
②熊本地域限定クーポン2000円分
③市電1日乗車券／当日限り

■プラン内容

（例：自宅最寄りの電停～予約店最寄りの電停の往復）

※グループ内に熊本県外在住者がいる場合は全員が助成の
対象外となります

■料金　

◎希望の日程・店舗の予約がお取りできないこと
　もあります。第1～3希望までお願いします
◎このプランは、2人以上（酒湊のみ3人以上）の受付となります。
　また、飲み放題の時間制限も異なります
◎申込日によって、チケットや乗車券などの発送が利用日間近に
　なりますのでご了承ください ※状況により、同プランの中止・予約停止となる場合があります。ご了承ください

※税込飲み放題付き
5000円のメニューが

熊本地域限定クーポン2000円分
市電1日乗車券／当日限り+

〈全て感染防止対策認証店〉

※写真はイメージ

☎096（359）3488
TKUヒューマン

D 096（312）3153　　Email  tour@tkuhuman.co.jp

【申込み・問合せ】

営業／9:00～ 17:30、土日祝休
北区徳王1-6-52 TKUぷらざ2階　熊本県知事登録旅行業 第2-232号

※補助額3500円
通常料金7000円→1人3500円（税込）

※③を利用することがプランの条件となります

●前菜三種 ●お造三点盛
●馬刺しの三種盛り
●鯛のお頭姿造り
●揚げ物（カニとあんこう）
●鰤の黄身焼
●里芋の王様 海老芋の
帆立あんかけイクラ添え
●スペアリブの照焼
●わさびご飯のふぐ茶漬
●熊本産デコポンゼリー

全10品・飲み放題120分
（2人～利用可）※最大23人

中央区安政町6-4-2ルナ1ビル1F　☎096-326-8766
収容人数100人　
17:00 ～翌2:00（1:30os）、無休、飲み放題は90分os
※通町筋バス停 徒歩4分、「通町筋」電停 徒歩3分 MAP

会席料理で今年最後の贅沢
居酒屋　麦うさぎ

安政町

接待にも重宝されるワンランク上の個室居
酒屋「麦うさぎ」。定番品より旬の美味しさを
重視し、料理一品一品にこだわります。落ち
着く大人空間でゆっくり会話を愉しんで

祝鯛のお頭姿造りと
馬刺付季節のコース

●あか牛のグリル
●丸鶏のビア缶チキン
●ラムチョップ●豚スペアリブ
●鴨BBQ串 ●バゲットサンド
●牛ガーリックライス
●日替わりデザート

肉好き歓喜！ 豪快5点盛り

全8品・飲み放題120分
（2人～利用可）

中央区上通町5-46 上通りイーストンビル1F　☎096-288-4020
収容人数30人、11:00 ～ 14:00　18:00 ～ 24:00（23:30os）
不定休　　※「通町筋」電停より徒歩3分、ホテル日航裏
※掲載のコースは夜のみ　

鶏バル HIGOYA（ひごや） 上乃裏店

MAP

上乃裏

天草大王の刺身など、鶏専門店ならではの多彩な鶏料理と豊富なお酒が自慢。
カジュアルな雰囲気で女子会や記念日、誕生日パーティーにも人気です！

肉宴会Part2
【丸鶏×豚肉×あか牛
×鴨肉×ラム肉グリル】

●季節の小鉢（一種）
●天草直送
  お造り盛り合わせ
●天草産 
　活カワハギ薄造り
●三元豚の蒸ししゃぶ
●伴助　赤魚焼き
●ズワイ蟹の茶碗蒸し
●小フグの唐揚げ
●熊本県産小麦使用
　自家製うどん
全8品・飲み放題110分

（3人～利用可）※最大70人

中央区新市街4-18 松下ビル1F ～ 4F　
☎096-352-7117　収容人数240人
17:00 ～ 24:00（23:30os）、不定休　※「辛島町」電停 徒歩２分

MAP

「カワハギの旬は今です！」
酒湊（さかそう）

新市街

「俺は魚しか信じない」をモットーに、天草
の新鮮な魚をそろえる「酒湊」。職人の手で
さばかれる魚はどれも美味！　個室や宴会
場など、席も幅広く対応してくれます

酒湊コース「天草」

●お通し　●枝豆
●つぼきゅうり
●シーザーサラダ
●たこぶつ切り
●たこ焼き3種
●とり皮棒
●チキン南蛮
●黒豚しゅうまい
●おでん盛り合わせ
●焼きそば　●デザート

昼呑みOK。ボリューム“最強”

全12品・飲み放題120分
（2人～利用可）※最大30人

中央区下通2-1-32　☎096-325-8188　収容人数60人　
11:30 ～ 23:00（22:30os）  飲み放題90分os    無休　
※下通アーケード沿い（コア21下通店近く）

銀だこ酒場 熊本下通店

MAP

下通

基本のたこ焼き・ねぎたこ・てりたま、自
慢の3種がそろい踏み。カリッ＆ふわとろ、
だしの旨みと大ぶりたこが絶妙！　おでん
やチキン南蛮…お腹いっぱい召し上がれ

たこ焼き食べ比べ＆
満腹・酒場フルコース

●本日のカルパッチョ
●季節野菜とプロシュー
　トのミモザサラダ
●北海道産ホタテと
　木の子のアヒージョ
●ラクレットチーズ
●ガーリックトースト
●絶品チーズロワイヤル
●渡り蟹のトマトスパゲティ
●牛肉ステーキ ●デザート

全9品・飲み放題120分
（2人～利用可）※最大40人

中央区下通2-7-32 シャワーヴァレービル1F　
☎096-326-2622　収容人数96人　
17:30 ～ 25:00（料理 22:30os、ドリンク 23:00os） ※金・土曜
は料理 24:00os、ドリンク 24:30　※「辛島町」電停 徒歩5分　不定休 MAP

忘年会はイチオシコースで乾杯
イタリアン びすとろルポシャワー

通り

街なかにいながら喧騒とは無縁の絶品イタ
リアン。特選牛や渡り蟹、ラクレットにアヒ
ージョなど逸品を集めたコースは感動もの。
年の瀬は洒落たイタリアンをご堪能あれ！

ラクレットチーズと
牛肉ステーキコース

●馬刺し ●塩枝豆 
●塩ダレきゅうり 
●牛ロースステーキ 
●10種から選べる鍋＝
極上もつ鍋（塩/醤油/味噌/ピ
リ辛味噌）、塩ちゃんこ鍋、チゲ
鍋、厳選豚のしゃぶしゃぶ（醤
油/柚子）、美豚鍋、すき焼き鍋

●エビマヨ ●手羽先唐揚げ
●〆のちぢれラーメン

選べる鍋＆特選馬刺し盛り

全８品・飲み放題110分
（2人～利用可）※最大40人

中央区花畑町11-20 水田ビル3F　☎096-352-5011　
収容人数100人、17:30 ～ 24:00(23:30os)、日曜休
※「花畑町」電停 徒歩２分、「熊本城・市役所前」電停 徒歩５分

鍋やTAMARI熊本総本家

MAP

花畑町

「くまもと鍋総選挙」では堂々の１位を獲
得！　店内は掘りごたつの広々とした席
で、寛ぎのひとときに。大きなシャンデリ
アでラグジュアリーな雰囲気の個室も人気

うたげ 特選馬刺し
盛り付きコース

●広島産蒸し牡蠣
●馬肉のカルパッチョ
●生ハムサラダ
●エビと帆立のスパイシーグリル
●天草鯛のグリルサルサソース
●阿蘇赤牛ステーキ
●チーズトマト鍋
●〆のチーズリゾット●デザート

冬の定番、チーズトマト鍋！

全9品・飲み放題120分
（2人～利用可）※最大120人

中央区南坪井町2-8　☎096-325-3911　収容人数120人　
11:30 ～ 14:00os　17:00 ～22:30os（飲み放題90分os ）
不定休　※「藤崎宮前駅」より徒歩4分、「通町筋」電停より徒歩
9分、上乃裏通り　※掲載のコースは夜のみ

ビアレストラン 壱之倉庫

MAP

上乃裏

レトロな雰囲気の一軒家ダイニング。冬の人気メニュー「チーズトマト鍋」が今回
限りのスペシャルコースで登場。天草の鯛、広島の牡蠣、阿蘇赤牛ステーキ付き！

チーズトマト鍋の
スペシャルコース

●あん肝豆腐
●お造里
●馬サガリ刺し
●とりつくねスープ仕立て
●蕪と天然鰤の難波焼き
●ホーレン草とハーブ鶏
　のバロティーヌ
●安納芋コロッケ
●じゃこ飯
●みそ汁
全9品・飲み放題110分

（2人～利用可）※最大24人

中央区下通1-6-12 天神壱番館 2F　☎096-354-3488　
収容人数70人　17:00 ～ 24:30（24:00os） 飲み放題90分os
不定休　
※駕町通り「ホルモンマン」のビル2階 MAP

旬の食材を味わう創作料理
酒ト肴 もなか駕町

通り

オープンキッチンのある活気溢れる空間が
魅力の「酒ト肴 もなか」。四季折々の素材
を使った熊本の郷土料理と全国各地から取
り寄せた銘酒が味わえます

忘年会
特別宴会コース

●かんぱちの胡麻和え
●トロ、ひらめの刺身
●自家製升仕込み豆腐
●特選赤身馬刺し
●あんこうの唐揚げ
●熊本県産ブランド鶏
　肥後赤鶏の溶岩焼
●いなり寿司
●味噌汁
●季節のデザート

大人空間で馬刺＆赤鶏を堪能

全９品・飲み放題120分
（2人～利用可）※最大16人

中央区安政町５-４ CARINO5ビル ２～４F　☎096-325-2363
収容人数54人　
17:00 ～ 23:00（22:30os）、日曜休 
※「通町筋」電停 徒歩３分、「水道町」電停 徒歩５分

御縁（おえん）三年坂店

MAP

三年坂

カウンター席から完全個室席（２人～）まで、
落ち着いた空間でお酒と料理を楽しめます。
アレルギーなどがある場合は、予約日の３
日前までに同店へ問合せください

熊本の特産品を味わう
豪華会席コース


