〜 Autumn Collection 〜
グルメ

美食7品×多彩な美酒の饗宴

1人 6000円（税・サービス料込）
メニュー

・コンソメロワイヤル ・豚冷しゃぶとオクラのサラダ
・海老とベーコン バジルのパイピザ
・真鯛とムール貝のマリニエール仕立て
・赤なすとひき肉のボロネーゼ
・旨辛スープカレー ・デザート

☎ 096
（326）
3376

住所／中央区城東町4-2 熊本ホテルキャッスル1階

●「紹介予定派遣」こんな人におすすめ！

正社員を目指す人に
お勧めの働き方

3カ月の派遣→正社員に！
自分に合った職場が見つかる

コロナの影響でリストラにあった、
シフトが大幅に減らされた
転職で失敗したくない
初めての転職で、どう活動したらいい
か分からない
これまでとは別の業界や職種に挑戦し
てみたい！

アソウ・ヒューマニーセンター
「紹介予定派遣」をご存じです
か？ 派遣先の会社に直接雇用
されることを前提とした働き方
で、約3カ月の派遣期間を経て、
お互いの合意が得られたらその
まま雇用。正社員や契約社員を目
指す人に注目されています！
最大のメリットは派遣期間で
実際の仕事内容や会社の雰囲気
が分かること。派遣後に雇用契約

「求職活動を手伝ってほしい！」

を結ぶか決められるので入社後
のギャップが少なく、納得のいく
就職が可能です。
同社の手厚いサポートも安心材
料の一つ。仕事選びのアドバイス
や履歴書の添削、面接の練習、企
業への条件交渉、就業後のフォロ
ーも行ってくれます。1人での就
活が不安な人、時短・効率的に転
職をしたい人は気軽に問合せを。

そんなあなたはオンライン登録➡

就職に悩みがあるなら、下記まで気軽に問合せ下さい

申込み・問合せ
3カ月間
「派遣」
で働くことで
納得のいく仕事が見つかる！

グルメ

ランチメニューはすべて

☎ 096
（388）
4129
焼肉コンロで焼くって斬新！
「国産牛100％極み生ハンバーグ」

●
県立大学

齊藤自動車

228
●
しゃぶ葉

●

●

焼肉港
がるてん

住まい

夢を叶える、
趣味に没頭する空間

（ガレージ、
サイクルポート、シアタールーム、
音楽室…）

自然素材に囲まれた、健康的でリラックス
できる空間
老後まで安心して過ごせる空間

玄housing

□□□□□□□□□□□□□□
ステンドグラスやモザイクタイルの
あしらいで素敵に

（手すりやスロープ、バリアフリー）

ほかとはちょっと違う、おしゃれな部分
リフォーム （モザイクタイルの洗面や造作収納、

外壁、小上がり畳など）

※写真はすべて同社施工例

間取り変更やインナーガレージなど
大規模リノベもおまかせ！

玄housing

検索 ←

玄ハウジング

●

●

ハローデイ ●

● ファミリー
マート

浜線バイパス

住所／中央区南熊本3-7-10
営業／ 10:00 〜 18:30、
水曜休

マクドナルド
●

ウエスト

1 0120・44・39・88

GS
●
白山通り
●ガスト

至水前寺

至市街
266

玄housing

ロイヤルホスト
●

266
JR南熊本駅

至嘉島

物産館

旬の味覚から銘菓や銘酒まで勢ぞろい

「志来菜彩」の何がすごいの？

安心・安全・新鮮！
生産者が見える直売所

同館オリジナルの厳しい品質
検査をクリアした商品のみが
並びます

徹底した品質管理

豊富な商品数

銘菓や銘酒など熊本の特産品
が一同に集結！

合志物産館 志来菜彩
「志来菜彩」では秋のおいしい
野菜や果物が続々と出てきてい
ます。特にこれからは さつまい
も と 梨 。栄養満点で、ほっく
り美味しいさつまいもを料理に
使えば一気に秋の味覚に！ 梨
の身はずっしり重く、包丁を入
れるとみずみずしく滴る果汁…。
ひと口食べれば絶妙なシャリシ
ャリ感と、ジューシーな美味しさ

国体道路

天然温泉
ぶぶたん
●
●
● ●ライン
ガルテン

今までこんな空間を作ってきました!

暮らしリフォーム で
毎日をもっと楽しく！
Ｃ住宅の大規模リノベーション、
マンションリフォーム…とあらゆ
る依頼に対応。どれも満足度の高
い仕上がり、と評判です。
造作カウンターや使い勝手の良
い収納棚、モザイクタイルのあし
らいなど、予算に合わせて提案。
土地などの問題からプランニング
まで専門スタッフがサポートして
くれます。気軽に来社相談を。

57

住所／東区戸島2-2-1
営業／ランチ11:00〜17:00
ディナー 17:00 〜 22:00
（21:30os）、木曜休
P200台 ※写真はイメージ

洗面やトイレのワンポイントリフォームもお気軽に

リフォームは、水回りなど古く
なった設備を新しくするだけで
満足ですか？ せっかくだからこ
そ、もう一工夫で毎日が楽しくな
る 暮らしのリフォーム を！
多彩なデザイン力を活かし、家
族のいろんな思いを汲み取って親
身に家づくりをしてくれる玄ハウ
ジング。実際に、トイレや洗面台
などの部分施工から、戸建て・Ｒ

日赤病院
●

くまも と
成仁病院

※1枚で4人まで、R4.10.31まで

焼肉港 がるてん

セブン
イレブン

ランチ注文時にクーポン提示で

ドリンクバーサービス

フレッシュなサラダバー付き！

※価格は全て税込

•国産牛100％極み生ハンバーグ
（S）
120g 1518円・（M）150g 1738円
（L）200g 1958円
（S）
120g＋カルビ60g 2178円
•手ごねハンバーグ＆カットステーキ 1738円
•焼肉カルビランチ 1518円
•大判焼きしゃぶランチ 1958円
•手ごね合挽きハンバーグ 1078円
•カットステーキ 1958円
•日替わりランチ 1078円

車道
九州自動

焼肉港がるてん

メール／ kumamoto̲haken@ahc-net.co.jp

詳しい内容は
ホームページへ⇐

焼肉港 がるてん

リビング COUPON

☎ 096
（323）1500

住所／中央区上通町3-31肥後水道町ビル6階
営業／ 9:00 〜 18:00、土日祝休

NEW！ ランチメニュー

国産牛100％の
生ハンバーグがランチに
の直営店「がるてん」のランチに、
ついに自慢の「国産牛100％極み
生ハンバーグ」が登場です！
とことんこだわり抜いたハン
バーグパテだからこそ、肉肉しく
ジューシーな仕上がりに。好みの
焼き加減で楽しめますよ。ハンバ
ーグと焼肉どちらも堪能できる
贅沢セットもあり。サラダバー付
きで満腹間違いなしです。

検索 ←

アソウヒューマニーセンター

肉のオオツカ 直営だから上質＆リーズナブル！

自社牧場直送による一貫した
品質管理ができるからこそ、 お
いしい・安心・リーズナブル を
実現できるオオツカグループ。そ

ＷＥＢ

人材派遣

「紹介予定派遣」は、厚生労働省の委託事業です

ＦＢ

七城産ベーコンやプリプリの海老、
モッツアレラなど数種類のチーズ
は、バジルやトマトソースと好相
性。サクサクで軽い食感のパイ生
地はワインとよく合います。

・スパークリングワイン（サッポロ ポールスター）
・生ビール ・赤ワイン／白ワイン
・ハイボール ・焼酎 ・日本酒 ・モクテル（5種）
・ソフトドリンク ほか
100分飲み放題！

インスタ

県産真鯛の皮目をカリッと焼き上げ、
身はゆっくりと火を通しふっくら優し
い味わいに。魚介の旨みが凝縮された
だしをベースに、バターやサフランが
香る、ブルゴーニュ地方の郷土料理。

大津MG

ＬＩＮＥ

◆海老とベーコン
バジルのパイピザ
（奥）

工藤料理長と

ドリンク

スが話題です。ワインに合うパイ
ピザ、さっぱり冷しゃぶやスパイ
シーなスープカレー…。気取らな
い雰囲気の中、
本格料理をどうぞ。

◆真鯛とムール貝の
マリニエ―ル仕立て
（手前）

＜12＞

提供時間／ 17:00 〜 21:00（最終入店19:00）

ダイニングキッチン 九曜杏

キャッスルの伝統に料理長の
アイデアが融合した絶品料理の
数々。「九曜杏」では、フリードリ
ンク付きのお得なディナーコー

土曜日

●九曜杏の100分 フリードリンク付き
ディナーコース 【前日までの要予約/2人〜】

繊細な技が光る料理を堪能

フリードリンク付き
ディナーコース6000円

熊本ホテルキャッスル

2022年9月24日

秋のおいしいを堪能！ ※イメージ

に何個でも食べたくなります。
同館に並ぶ野菜や果物は、認め
られた生産者から仕入れたもの
ばかり。品質検査をクリアした食
材だから安心です。

☑ 志来菜彩が遠い
☑ ゆっくり吟味して買いたい

☎ 096
（248）0030

マグロの解体ショー開催！
迫力満点生のマグロが目の前で
さばかれる圧巻のパフォーマンス！
※日時は電話での問合せを

志来菜彩の商品が24時間いつでも

オンラインストアがスタート➡

さばかれたマグロは
その場で販売！

住所／合志市竹迫2264-1
営業／ 9:00 〜 19:00、
1/1休
しきさいさい

検索 ←

LINEの
友だち追加
でお得な
情報を
ゲット←

