2022年9月24日

9月23日
（祝・金）
リニューアルオープン。うれしい特典が続々

土曜日

＜6＞

熊本⇔福島チャーター便で楽ラク直行、周遊2コースを用意！

人気№1
「肉まるハンバーグセット」
が1000円！ 11月11日出発、福島or南東北の旅3日間
手こねハンバーグ

肉まる

旅行企画・実施／ツアー・ウェーブ

検索←

☎096
（359）
3488

【共通】●出発日／ 11月11日
（金） ●利用予定航空会社／ソラシドエア
チャーター便 ●利用予定バス会社／矢吹交通 ◎最少催行人員／ 10人 ◎食

事条件／朝2回・昼3回・夕2回 ◎添乗員／熊本空港出発から熊本空港解散まで同行
◎旅行企画・実施／ツアー・ウェーブ九州営業所
（観光庁長官登録旅行業 第1665号）

YouTubeにて配信中！
「水上清乃のうさぎの学校」
なんでも聞ける、まちの薬局。

うさぎ薬局

窓ガラスフィルム施工専門店 ＪOY

熊本発信YouTubeチャンネル
「うさぎの学校」。９月は
「きよ散
歩」と題して唐人町を散策！ 歴
史が薫る伝統的な街並みの由来
から、お いしいグ ル メ情 報 まで
満 載 で お 届 けします。詳しくは
YouTubeで
「うさぎの学校」
と検
索を。10月の配信もお楽しみに。

今の時期︑台風で怖い

のは︑強風による飛来物︒

同社が取り扱う強化フィ

ルムなら︑万が一窓が割

れてもガラス破片の飛散

こんな人にオススメ！
YouTube

【遮熱フィルムの効果を無料で体感できます！】
（一例）出窓…税込5500円〜
※清掃費・材料費・運搬費込み

水上清乃さんも登場。
撮影の
オフショットを公式LINEでUP中！

LINE

LINE・インスタグラム・
ツイッターでも情報を発信！
ぜひチャンネル登録＆友だち登録を
※画像上はYouTubeサムネイル

インスタグラム→

電気代を安くしたい
台風対策をしたい
西日の暑さに困っている
紫外線が気になる
ロールカーテンや
ブラインドをしている

☎096（273）9978 ＊平日9:00〜17:00
本部事務所／ 東区石原1-11-11未来オ
フィスⅠ 210号室 ※調剤薬局「うさぎ薬
局」は県内6店舗を展開しています
ツイッター→

施工料金20％オフ

さらに︑家の中からは

窓ガラスフィルム

から守ってくれますよ︒

【先着10人限定】

見えて外からは見えない

目隠しになり︑プライバ

シー保護にも役立ちま

す︒遮熱効果で西日対策

も ◎︒ 気 軽 に 問 合 せ を︒

住所／中央区黒髪４ノ４

営業／午前８時〜午後６時

ノ

☎０９６︵２４０︶３３００

読者限定 COUPON

{tour@tkuhuman.co.jp

熊本県知事登録旅行業第2-232号 住／北区徳王1-6-52 TKUぷらざ2階
全国旅行業協会会員、総合旅行業取扱管理者：西恵津子

今からでも遅くない！ すぐにできる台風対策

窓ガラスフィルム施工専門店 JOY

の〝いいとこどり〟︒鳴子

【問合せ・申込 TKUヒューマン】10:00 〜 17:30、土日祝休

「毎年対策に困っている人必見！」 窓ガラス強化フィルム を貼って『飛散防止』
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峡散策に最上川の舟下

R4.9.21 〜 10.31申込みまで
（先着30人限定）

Ａコースは幻想美のあ

通販での購入もOK→

り︑大内宿など名所を巡

光の森駅
至東バイパス

3日間無料券進呈

ぶくま洞や五色沼︑白虎

●

熊本空港界隈（指定駐車場）

隊の飯盛山や鶴ヶ城︑野

※グループ全員可 R4.9.23〜9.30まで

ゆめタウン
光の森

「リビングを見た」
のツアー申込みで

名所めぐりとグルメで大満足！

1000円！

通常1280円 →

マックス
バリュー●

住／合志市幾久富1909-1482
営／ 11:00 〜 15:00
（14:30os）、無休
※テイクアウト営業も同様

読者限定 特典

ります︒両コースともわ

肉まるハンバーグセット

●

☎096
（201）4776

っぱ飯や牛たんなど︑東

肉まる
●

文 南ヶ丘
●
小学校
コメダ
珈琲
JR 豊肥本線

【予約・問合せ】

口英世記念館など福島の

316
● コスモス ●

港はソラシドエアチャー

ファミリー
● マート

焼肉なべしま

読者限定 COUPON

16万4800円

熊本地震と東北大震

R4.9.23〜9.30まで

1人1室

●「福島〜宮城」を自由にめぐる、 ※ABコースともに3 〜11歳は5000円引き
宿泊＋レンタカー付きの自由派プラン（1人催行）もあります
⬅ツアー詳細はこちら

北グルメを満喫できる全

唐揚げ1パック（2個入り）
プレゼント！※通常300円

自然︑歴史を堪能できる

「もっと食事の時間を楽しめる
よう、以前より席数を減らしまし
た。お一人でも家族連れでも、周
囲を気にせず召し上がってくだ
さい。天気の良い日はテラス席
もどうぞ」
（オーナー/靏野さん）

７食付きです︒

店内は12席のみ
食事をゆっくり楽しんで

３日間です︒

【テイクアウト】肉まるハンバーグ2個セット 1400円

ター便を利用なので︑乗

ホワイトチーズハンバーグ
セット1580円 単品1380円

り継ぎなしで楽ラク︑移

女性に
人気！

宮城・山形・福島の名所をめぐる

【行程】1日目：阿蘇くまもと空港（8:30頃発）
＝福島空港（10:10頃着）＝到着後仙台市へ
＝伊達の牛たん本舗にて牛たん定食＝震災遺
構 仙台市立荒浜小学校＝ホテルにて会席膳
〈鳴子観光ホテル泊〉 2日目：朝食後、鳴子
峡散策＝最上川 芭蕉ライン舟下り(舟中にて
最上川弁当）＝観光後山形へ＝芭蕉が名句を
■Bコース旅行代金（1人・税込）
詠んだ山寺 宝珠山立石寺＝ホテルにて和食
1室利用人数
旅行代金
会席膳〈芦ノ牧プリンスホテル泊〉 3日目：
朝食後、茅葺屋根の大内宿＝鶴ヶ城会館にて
12万9800円
4人1室
ショッピング（会津わっぱ飯の昼食）＝鶴ヶ城
13万4800円
3人1室
＝花春酒造＝福島空港（17:55頃発）＝阿蘇
13万4800円
2人1室
くまもと空港（19:55頃着）

災︑両エリアの〝絆〟を深

チキン南蛮ハンバーグ
セット1780円 単品1580円

【Bコース】
南東北周遊の旅3日間

めるツアーが今年も登

ガッツリ
オススメ

11万9800円
12万4800円
12万4800円
13万9800円

Ｂコースは︑東北３県

＊クーポンでセットが1000円！

旅行代金

4人1室
3人1室
2人1室
1人1室

鳴子峡と最上川の舟下り

ト︒セットの白米は熊本

県 産 米 使 用 で 食 べ 放 題︒

家族みんな大満足するこ

と間違いなしです︒

単品テイクアウトも

単品のテイクアウトも

スタート︒唐揚げなど一

ドドンと
1個170g！

1室利用人数

動時間を短縮できます︒

※すべて税込

肉まるハンバーグ（右写真）
セット1280円 単品1080円

人気№1

手こねハンバーグ 肉まる
【テイクアウト】1家族1パック限定
テイクアウト商品1500円以上購入で

コープ
合志店

福島の名所・歴史・グルメを堪能！
【行程】1日目：阿蘇くまもと空港
（8:30頃発）
＝福島空港
（10:10頃着）
＝あぶくま洞
（あぶく
ま御膳の昼食）＝塩屋埼灯台＝美空ひばり歌
碑＝ホテルにて懐石風の和食膳〈いわき湯本
温泉・松柏館泊〉 2日目：朝食後、東日本大
震災・原子力災害伝承館＝福島四季の里店で
ラム＆豚肉ジンギスカンの昼食＝磐梯朝日国
立公園 浄土平ビジターセンター＝五色沼＝ホ
テルにてバイキング形式の夕食〈リステル猪
苗代泊〉 3日目：朝食後、飯盛山 さざえ堂
＝花春酒造（試飲と見学）＝赤瓦の名城・鶴ヶ
城＝鶴ヶ城会館でショッピング
（会津わっぱ飯
の昼食）＝野口英世記念館＝福島空港（17:55
頃発）
＝阿蘇くまもと空港
（19:55頃着）

熊本空港〜福島空

オススメメニューはこちら！

読者限定 COUPON

手こねハンバーグ 肉まる
【イートイン】先着30食限定
注文時クーポン提示で

【Ａコース】福島満喫の旅3日間

■Aコース旅行代金（1人・税込）

ソースは選べる５種類、セットは＋サラダ・味噌汁・ご飯

問合せ・申込み／ TKUヒューマン
場！

鶴ヶ城とあぶくま洞

みんな大好き ︑ふわふわジューシーの

まん丸ハン バーグが記念価格に！

感︒１時間以上じっくり

内本店﹂の塩麹を隠し味

ハンバーグの人気店

金︶に移転オープン︒９

に加えているので︑やさ

﹁肉まる﹂が９月 日︵祝・ 炒めた玉ねぎと︑老舗﹁山

月末まで︑リビング限定

しい甘みとコク︒スパイ

ス不使用で︑小さいお子

す︒調理に時間がかかる

のオープニング特典が見

ので購入は必ず予約を︒

逃せません！

１個１７０ｇの大きめサ

さ ん も 大 好 き な 味 で す︒ 品 料 理 も 登 場 し て い ま

ねで作ることで︑ビック

イズもうれしいポイン

一つひとつ丁寧に手ご

リするほどのふわふわ食

23

肉まる

