「おせち」が 勢 ぞろい！
名旅館が贈る、和洋のおもてなし

●受付／ 12月20日まで
●引渡し／ 12月31日
9:00 〜 16:00
●配送／ 12月31日 時間指定不可
●支払／①前払い②事前振込③当日払い

旅亭

25
25

おせち二段重

今年は毎年好評の「おせち二
段重」と、新たに「刺身入り正月
料理」が登場。伝統的な祝肴を
中心に盛られた「おせち」と、こ
どもから大人まで楽しめる「刺
身入り正月料理」。今ならどち
らも早期割引特典でお得です。

2万9000円（税込）
12月1日以降の予約は3万2000円
豪華伊勢えび、黒豆、数の子、小袖
昆布巻き、栗の渋皮煮、田作りなど
※仕入れの都合により変更あり
予約・受取方法
●受付／12月19日
（月）まで
●受渡し／店頭のみ 9:00 〜15:00
おせち二段重 12月31日（土）のみ
刺身入り正月料理
12月31日（土）
・1月1日（日）の２日間

〔中央区水前寺公園23-1〕

松屋本館

■住所／南区江越1-2-3
■受付／ 10:00 〜 20:00
火曜休、
Ｐあり

泉樹庵

サイズ／ ・５㎝× ・５㎝×３段︒
一つひとつの料理すべてを︑職人がしっかり吟味したおせち

料 理 の 道 で37年、
関西で修行をつみ九
州の名旅館で腕をふ
るって来た総料理長
が監修。素材を厳選
し、盛り付けにまで
こだわって正月だけ
の華やかさを演出し
ています。和食の技
を尽くした、珠玉の
ご馳走ですよ。

au ●

ファミリー
マート
●スシロ－
●

新年会や忘年会にぴったり！

至自衛隊

まつなが
形成外科●
皮膚科

●

戸島線

●泉樹庵

菊南温泉ユウベルホテル

泉樹庵
☎096（387）4336
日本料理

■住所／東区新外３-１-50
■営業／昼11:30 〜 14:30
夜17:30 〜 22:00、水曜休
※店内営業は12/27（火）まで

〔北区鶴羽田3-10-1〕

菊南温泉ユウベルホテル

検索 ←

和洋中「一番の上質なおせち」
を贅沢に
サ イ ズ ／ ㎝ × ㎝ × 二 段 重︵ 約 ４ 〜 ５ 人
前︶︒西洋料理に合うフランスパン付！

サイズ／ ㎝× ㎝×３段 特典の海鮮太巻きは直径８㎝の
ビッグサイズ︒忙しい年末は手軽に食べられる太巻きを！

【クーポンコード】kprnhm5uaoru8t9ztmxy

■受付／ 9:00 〜 20:00

27
27

21

本格和風豪華おせち（通常）

2万9160円（税込）

本格和風豪華
おせち（冷凍）

予約・受取方法

●受付／通常タイプは電話、冷凍は
HPから、売り切れ次第終了
●受渡し
（生のみ）
／店頭
12月31日
（土）9:00〜15:00
※熊本市内は配達も可能
（無料・時間指定不可）

↑冷凍予約

11月30日までの注文→2万8660円

リビング特典利用で →
（クーポンコード入力）

地域医療
センター
●
至熊本駅

● 資生堂
産業道路

磯鷸之庄、
本荘店

●P P

公園

●ファミリーマート
至南熊本駅

●

熊大病院

①海鮮七福巻き2段 ①海鮮七福巻き2段（冷凍）
（12個/生タイプ）
②11/30までの注文＆
クーポンコード入力でさらに
②食事券1000円
料金から1000円引き

北バイパス

至水道町

21

代継橋

典

ユウベルホテル

菊南温泉

☎096（344）5600

人前

創業27年、これまで累計1万セットを売り上げ
た伝統おせち。残さず食べられるように改良を重
ねた完成版・三段重です。特典の「海鮮七福巻き」
は、これ目当ての常連客がいるほど大好評！
今年は「もっと多くの人に届けたい」と冷凍おせ
ち
（ネット予約限定）
も販売。５年にわたる試行錯誤
と冷凍技術の進歩で出来立ての味を再現。冷凍は
早期割引対象、通常おせちは電話で申込み下さい。

ネットで
「冷凍おせち」
を注文

●

5〜6

磯鷸名物の海鮮太巻きもサービス！

冷凍おせちは特典の太巻
き も 冷 凍 で お 届 け。 個
別包装ではなく盛り付
けたお重のまま瞬間冷
凍。味・風味は全くその
まま！ 全国発送無料で、
おせちの贈り物にも◎

●

●

売り切れ必至の人気おせち、今年は冷凍も登場！
本荘店

●

九州自動車道
飛田
バイ
パ

※配達も可。配達数に限
りがあるため先着順

予約・受取方法
●受付／ 12月20日
（火）
まで
●引渡し／ 12月31日（土）9:00 〜16:00
●支払／来館か商品引渡し時に現金払

至菊池

熊本
機能病院

●受付／12月25日
（日）
19:00までに、
電話で
●受渡し／12月31日
（土）
10:00〜15:00

席茶屋 菊泉」
の総料理長が監修

至植木

日赤 ●

国体道路

＜全27品＞ロブスターテルミドール、数
の子、鮑旨煮、穴子八幡巻、味付き煮海
老、かれい西京焼、チキンロールほか

サイズ／24㎝×24㎝×2段（5
人前）。 ユウベルホテル内「会

エネオス

予約・受取方法

2万7000円（税込）

国道３号線

●２万円以上注文で

1000円分の食事券

「金柑パイ包み」や「海老とブロッコリーのテ
リーヌ」など、一度は食べてみたい創作料理も

「福寿」
心づくしの祝膳

リンガー
ハット

500円分の食事券

おせち 料理

2万5000円（税込）

県立大学

●１万円〜２万円注文で

限定200食 三段重詰

至東バイパス

12月31日に引取で来店した人
同店食事券プレゼント ※税込

特

和食の匠が贈る、珠玉の味わい

27

﹁宴会懐石コース﹂
５４００円︵税込︶

典

電話で「通常おせち」を注文

ＨＰからのネット
予約も受付中⇒

27

「お正月特別料理」
１万7000円（税込）。
サイズ／44㎝×30㎝。
限定150食。
一段のお重に美しく
豪 勢に盛り付け。 一
気に食卓が華やかに。

磯鷸之庄

■住所／西区春日1-13-1
■予約受付／
平日9:00 〜 18:00
（土日祝〜 17:00）

５人前

きめ細やかなおもてなしと、厳選した旬の食材
で特別な日を彩る日本料理店「泉樹庵」。伝統的な
和食にオリジナリティを加え、一品ずつ丁寧に仕
上げたこだわりの創作おせちが毎年好評です。種
類豊富で彩りも美しく、最後まで贅沢においしく
味わえますよ。そのほか、お正月限定の豪華な刺
身盛りや鉢盛り、にぎり盛合せ（全４種）も。どれ
も数量限定なので、早めに電話予約を。

和

予約・受取方法
●受付／12月20日（火）
まで
●配送／12月30日（金）
に指定の住所
にお届け。午前or午後が選べます
※離島など一部配送ができないエリア
もあります

ザ・ニューホテル熊本

和洋

究極な美味がそろう、同店自慢の逸品

特

和洋中 二段重（冷凍タイプ）

3万3000円（税・送料込）

☎096（326）5572

「三段重」4万8000円（税込）は冷蔵
タイプ。吉切鮫のふかひれ姿煮入り

繊細な職人技で仕上げた 福を招く 三段重

日本料理

慶びにあふれる新年の祝い膳。
料理長監修の華やかな二段重は、
縁起物である伝統的な和食を中
心に洋食と中華も楽しめて味わ
い豊か。冷凍タイプで配送でき
るので、離れて住む両親へのプ
レゼントにもお勧めです。

☎096（370）
1201
「刺身入り正月料理」51cm×41cm
早期予約で3万2000円が2万9000円

検索 ←

29

和食さつき

松屋本館 Suizenji

■営業／完全予約制、不定休

29

30

☎096（381）
1331

国府電停

和

予約・受取方法

全国配送OK。和洋中が全35種も

和洋中

2万7660円

磯鷸之庄 本荘店
☎096（362）4566

■住所／中央区本荘4-9-28
■予約受付／ 10:00 〜 21:00
火曜休 ※駐車場あり
磯鷸之庄 おせち

検索 ←

二段重︒壱の重が和食︑弐の重が洋食と中華の

● 旅亭 松屋本館

● 出水神社 Suizenji
水前寺公園

県
庁
通
り

水前寺
共済会館
●

松屋別館
●

・壱乃重／日本料理 数の子、黒豆、
蒸し鮑、イクラ醤油漬け、牛肉市
松、伊達巻、栗きんとんほか
・弐乃重／洋中折衷 ローストビー
フ、車海老旨煮、海老のテリーヌ、
キャビア、オマール海老テールほか

＜12＞

本格派
︵約３〜５人用／ ・６㎝× ・６㎝︶

陸上競技場
●
武道館 ●

「松屋本館」おせち 二段重

4万円（税込）※チーズケーキ付

土曜日

サ イ ズ ／ ㎝ × ㎝ × 二 段 重︵ 約 ４ 〜 ５ 人
前︶︒和の職人が厳選した 種類以上の料理

● 熊本
工業高校
東
バ
イ
パ
ス
県
庁

盛り付けも繊細な二段重︵４〜５人分︶ ※店頭

渡しまたは配送
︵市内及び近郊のみ︶
から選択を

県内外の食通に長年愛される
旅館「松屋本館」のおせちが、今
年も150個限定で登場。厳選食
材を料理人が丹精込めて味付け。
和・洋食を中心にした、年明け
を迎えるに相応しいご馳走です。
お茶請けの特製チーズケーキ付。

11月30日までの予約がお得！

和

ス

和洋中

2022年11月12日

※すべての価格は消費税込です

「全部おいしい」とファンが多
い同ホテルのおせち。壱の重は
伝統和食と海老チリといった中
華。弐の重は小さいお子さんが
好きなお肉料理やお酒に合う洋
の品がぎっしり。料理人の技が
光る約70品。ご賞味あれ。

特

典

11月30日（水）までの予約で

おせち料理（フランスパン付）

3万3000円（税込）

・壱の重／伊勢海老旨煮、栗きんと
ん、鮑柔煮、いくら、数の子、田作
・弐の重／カニ爪、白身魚のパイ包
み焼き、鴨パストラミ、鹿肉のケーゼ
予約・受取方法
●受付／12月15日
（木）まで
●受渡し／ 12月31日（土）9:00 〜
14:00（1階ホテルロビーにて）
熊本市近郊は無料配達、そのほか地
域はヤマトクール便で配達

「おせち料理」
通常3万3000円が

3万2000円に！

来館受取・新規紹介でプレゼント！

レストランお食事券1000円分
※価格はすべて税込

ホテル熊本テルサ

☎096（387）2700

■住所／中央区水前寺公園28-51
■受付／ 9:00 〜 18:00

