
2022年12月3日　土曜日　＜14＞～ W i n t e r  C o l l e c t i o n ～
12月1日（木）～来年2月28日（火）開催

　観光客も地元の人も、歴女も楽
しめるグルメイベントが12月1日
（木）から開催されます。おなじ
み熊本城おもてなし武将隊の5人
が、それぞれ“推し”の丼ぶりメニ
ューを紹介。食材の宝庫・熊本の
食の魅力を再発見できますよ！
　清正公の推しは馬肉と卵を組み
合わせた馬玉丼。これに黒マー油
を使ったパンチのあるラーメンが

セット。八十姫はビュッフェから選
んで作るオリジナル丼ぶり。天丼
やカレー丼など好みで楽しめます。
　ほかにも、キリシタン大名の小
西行長は「天草海まる」が作る贅沢
海鮮丼を、大村喜前と黒田官兵衛
は熊本が誇るブランド豚やあか牛
を推しています。武将たちが唸っ
た“丼ぶり合戦”に、あなたも参戦
してみませんか！

桜の馬場　城彩苑　桜の小路
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●「オリジナルいろは丼」 平日大人1600円・小人800円、
土日祝大人1900円・小人950円

●「あか牛丼BIG」2000円　※だご汁・香の物付

●「熊本城ブラック」1780円　

●「阿蘇美豚カツとじ丼御膳」1800円

※小鉢・団子・
茶碗蒸し・味噌
汁・香の物付き

※馬玉丼＆ラーメン・
辛子蓮根

※小鉢・サラダ・汁物・
香の物付き●「冬の海鮮丼セット」2310円

あの武将の推し丼はコレ！
城彩苑「冬の丼ぶり合戦」

八十姫／ビュッフェレストランぎんなん

黒田官兵衛／阿蘇庭 山見茶屋

加藤清正／麺屋 山むら

大村喜前／和食・郷土料理 花雅

小西行長／天草海まる

住所／中央区二の丸1-1-2
営業／お土産処9:00～ 18:00、
お食事処11:00～ 18:00os、無休
※営業時間の詳細はHPを確認

受付9:30～17:30

詳細はHP→

☎096（288）5577問合せ

桜の小路 検索←

電停から徒歩1分、一夜限りのレストラン

特別な人と、特別な場所で
クリスマス・ディナー

　洗練されたスタイリッシュな空
間の中、穏やかに揺らめくキャン
ドルの光…電停のすぐ近くでアク
セス抜群の同館レストランが、ロ
マンティックなムードに包まれる
クリスマスディナー会場へと大変
身。大切な人との特別なひととき
に相応しい美食が用意されます。
　旬の食材をふんだんに使用し、
今の季節しか味わえない美味しさ

を提供。見た目の楽しさ、鮮やか
さまで計算し尽されています。も
ちろん館内の感染症対策も万全。
このディナーでプロポーズをする
相談も、1組限定で受付OK！

Wグランラセーレ熊本
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この日のためだけに用意された

豪華フルコースを堪能

クリスマスならではの演出で
気分も華やぎます

Xmas DINNER

住所／中央区出水1-1-17
（水前寺公園電停徒歩1分）
受付／10:30～ 18:30、
　　　火・水曜休（祝日除く）

☎096（363）7800
Wグランラセーレ熊本

Wグランラセーレが贈る、一夜限りの特別な時間

●フリードリンク付きフルコース（写真はイメージ）

（幼児～小学生）
※税サ込

開催日／ 12月24日（土）
時間／ 17:00 ～ 21:00（23:00close）
       　※ドリンクオーダーストップ22:30

料金／大人9000円、小人3500円

定員15組（30人）限定 ※12/19までに予約を

●
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水前寺公園グラ
ウン
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県庁
通り

水前寺公園
電停

九州記念
病院

出水ふれあい
通り

記念日や七五三、
入学・卒業祝いの
食事会も受付中
詳細は「おめでとうレストラン」へ↑

LINEアカウント
始まりました！

インテリアも“気分転換”。ぜひショールームへ

海外輸入アイテムで
心ときめく憧れの部屋に！

　「部屋の雰囲気をパッと明るく
したい」「ほかとは違う高級感を
演出したい」…気分転換したいな
ら「コローレ」におまかせ。店頭に
はヨーロッパを中心に海外ブラン
ドのアイテムがズラリ。海外リゾ
ート地を思わせる華やかなカーテ
ンやブラインドから、根強く人気
のウィリアム・モリスの壁紙など、
他にはない個性的なインテリアが

揃っています。そのセンスの良さ
に惹かれ、オンラインショップで
は県外からの注文も多いそう。お
店で実物を見るだけでも気分が華
やぎます。気軽に来店を。

COROLLE（コローレ）
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壁紙はDIY用の購入もOK

36色から選んで
自分だけのカーペットをオーダー

住所／南区富合町田尻55-1
　　　（カインズ手前）
営業／10:00～18:00、水曜休

☎0966（327）8774
COROLLE（コローレ）

ゴッホの有名な絵画をモチーフにしたオランダ製の壁
紙。油絵のタッチまで表現され、アート作品そのもの。
ワンポイント使いで和洋問わずお部屋にマッチ

カラー、手触り、サイズのすべてを自分好みにカスタ
マイズできるオーダーカーペットが新たに入荷！

エレガントスタイルからナチュラルテイストまで、種類
も豊富です

お得情報や限定
クーポンなど配信中

※写真左

※写真右上

インスタで
店員イチ押し
コーデを紹介

↑ネット
ショップは
HPから

壁紙

カーペット

カーテン

「ヴァン・ゴッホ」

「ビニューコレクション」

新作サンプルを随時入荷

ネットショップなら全国への送料も無料に

お店&ネットのお買い物
でポイント20%還元！

　熊本の名産品やご当地の逸品な
どを取りそろえている、桜町の熊
本県物産館でお得なキャンペーン
が始まっています。来年の１月末
まで、同店でのお買い物でポイン
ト20%還元。通常にくらべ、な
んと10倍もお得なんです！　今
年お世話になった人へのお歳暮や
お年賀、帰省する家族を迎えるた
めのご馳走の準備にぴったりです

ね。「お店が遠い」「県外の人に贈
りたい」という時にはネットショ
ップを利用して。こちらも、対象
商品に限り今だけポイント20%
還元、さらに全国送料無料に。
　貯まったポイントは、1P＝1
円として次回利用できます。まず
は物産館で会員カードをゲットす
るか、通販サイトを覗いてみてく
ださい。

熊本県物産振興協会
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くまモンのふるさと よかもんキャンペーン

●熊本県物産館
住所／中央区桜町3-1
受付／10:00～ 18:15
※12月31日～ 1月2日休

※1月31日（火）までのお買い物が対象
※物産館と通販のポイントは併用不可

☎096（353）1168
熊本県物産振興協会

●「熊本県物産館」での
　お買い物がお得！

ポイント20%還元

●ネットショップでのお買い物がお得！
　※対象商品に限る

ポイント20%還元
   & 全国送料無料
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素材にこだわったやさしい味わいのケーキ

笑顔と幸せを運ぶ
Xmasケーキ予約受付中

　冬の一大イベントであるクリス
マス。今年はクオーレのケーキに
しませんか？
　クオーレでは定番のホールケー
キからいろんな味を楽しみたい人
にオススメのかわいいサイズのケ
ーキまで…、お子さんも大喜び間
違いなしのラインナップです。
　「Xmas県産いちごフレーズ」
は甘さと酸味が絶妙ないちごを厳

選し贅沢に使用。フワフワのスポ
ンジ生地と生クリーム、そしてフ
レッシュないちごの相性は言うま
でもないおいしさ！　そのほか生
チョコケーキや、いちごタルト、
バスクチーズケーキなど、自慢の
ホールケーキが勢ぞろいです。
　店内にはかわいいパッケージの
ギフトも多彩。お歳暮にもぴった
りの菓子折りもありますよ。

パティスリー クオーレ 新町店・カリーノ三年坂店
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「Xmas県産いちごフレーズ」
●4号…3240円　●5号…3996円（写真）
●6号…4860円　※価格は税込

●Xmasケーキ予約締切：12月19日（月）
●受取：12月21日（水）～27日（火）

※ネット予約もOK

●Xmasケーキ（一例）

毎年人気のXmasケーキ
老若男女に愛されている味です 住所／鶴屋百貨店 地下1階　営業／10:00～19:00

※タルト専門店のため違う商品が並んでいます

住所／中央区新町2-7-1、Pあり
営業／10:00～20:00

☎096（352）0908
新町店

カラン・タルト・アンジュ

カリーノ
三年坂店 住所／蔦屋書店熊本三年坂1階

営業／11:00～ 22:00　

☎096（324）6223




