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No.４３６

―2011 年お歳暮ラインナップ―

ゆるっと天草食農ネットワーク

ご予約受付中!

旬 の た よ り
Web サイトへ go!→http://amakusa.biz

《天草社 10 周年記念創業祭が 11 月 19 日（土）》
にぎやかに開催されました。
当日は 100％雨ということで、スタッフ一同覚悟していましたが、10 周年記念に、天
が味方してくれたのでしょうか、それとも晴れ男?晴れ女?がいたのでしょうか、午前 9
時ごろから雨がやみ、10 時の開催時間には、曇りながら少し晴れ間も出るくらいの、
暖かい陽気となりました。おかげをもちまして、200 人を超えるお客様においでいただ
きました。抽選会、生産者野菜直売、食べ物販売、フリーマーケット、バレエ鑑賞会な
ど盛りだくさんの 1 日でした
お足もとの悪い中、お出かけくださいましたお客様、大変ありがとうございました。

・えびすセット（青アジ開き干し・小真いわしみりん干し・青カマス開き干し・他）
送料込 3,800 円 お持ち帰り 2,800 円
・天草灘セット（真鯛ささ塩干し・アジみりん干し・カマスささ塩干し・松イカささ塩干
もちうお（えぼ鯛）塩干し
送料込 3,800 円
お持ち帰り 2,800 円
・天草大王鍋セット（天草大王と特別栽培野菜 5 品のセット）限定 60 個 要予約
送料込 5,000 円 お持ち帰り 4,000 円
・道場六三郎スープセット（貝柱と三つ葉の雑炊・梅しらす粥・わかめと油揚げの味噌
汁・卵のスープ・なすの味噌汁・ふかひれスープ 計 16 食）
送料込 3,900 円
お持ち帰り 3,150 円
・有機栽培紅花一番（500g×２）＆ヴァージンオリーブオイル（250ｍｌ×１）セット
送料込 3,900 円
お持ち帰り 3,150 円
・赤牛ハンバーグ 120g×8
送料込 3,500 円
・特別栽培農法南柑みかん 5kg（愛紅小町 あいかちゃん）
送料込 3,800 円
・やまのいぶきオリジナルセット（牛乳・ヨーグルト・カフェオレ 各 4 本 12 本セット）
送料込 3,500 円
・天草産緋扇貝 20 個（無菌海水処理）
送料込 4,700 円
＊店頭にチラシも準備しております。詳しくはお問い合せ下さい。

もやいショップからのお知らせ
店内でお買い物のお客様
抽選会・風船プレゼント

特別栽培農産物野菜生産者直
売会

焼き鳥・パン・焼芋・惣菜な
ど食べ物販売他フリーマーケ
ット

薬でないけど常備役！ ！
ムシ歯を防ぐ・歯垢を除去する・口臭を防ぐ

プレミアムＮ（ナチュラル）
焼き芋試食
お買い物のお客様たち

2 階ワンコインランチ食事風
景

2 階天草バレエスタジオ
バレエ鑑賞会

ご家庭に一本常備して健康な生活を過ごし
ましょう

100cc・・・・2,100円(税込)

㈱ やくそうの島 天草社
ゆるっと天草食農ネットワーク
TEL・FAX： 0969-24-3697

Email:info@amakusa.biz
天草市浄南町５９－３

三 喜 （ 厨 房 ）
TEL/FAX

22-1545

ゆるっとショップ（浄南町店）
TEL/FAX

24-3697

もやいショップ（銀天 街店）
TEL/FAX

27-5310

★肉・魚類も全て国内産を使用し、出来る限り天草産を使用しております。

●幕 の内 弁 当
550kcal

● 豚 カツ 弁 当

750kcal

●魚フライ弁当

720kcal

● 唐 揚 弁 当
770kcal

●鶏の照り焼き弁当

560kcal

● 塩 鯖 弁 当

555kcal

●コロッケ弁当

610kcal

11/28(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

11/29(火)
665kcal

11/30(水)
750kcal

・チキン南蛮

・天ぷら弁当

・黒米ごはん
・大豆たんぱくの塩唐揚げ
・根菜の煮物
・はやとうりのきんぴら
・漬物
・季節の果物
～～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～
５８８Kcal
更年期症状の緩和 むくみ改善

・玄米ごはん
・大豆とひじきのコロッケ
・★板麩ピーマン
・大根のしそ紅生姜
・漬物
・豆乳もち
～～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～
５９８Kcal
貧血改 善 疲労 回復

（特製マヨネーズソース）

（魚 カボチャ かき揚げ）

【1 パック 150 円】単品（前日予約）
●玉子焼き
100g 128kcal
●ごぼうきんぴら 100g 45kcal
●ホタテステーキ 100g 105kcal
●煮しめセット
100g 100kcal
●さばの味噌煮 100g 206kcal
●酢の物
100g 43kcal
●肉野菜炒め
100g 120kcal
●ひじき煮
100g 67kcal
●肉じゃが
100g 180kcal

12/1(木)
680kcal

・煮込みハンバーグ
・木の子パスタ

・雑穀ごはん
・れんこんとひじきの巾着煮
・ごぼうと生姜の佃煮
・にんじんのピーナッツ和え
・漬物
・★りんごの蒸し煮
～～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～
５７２Kcal
美肌 気管 支の強 化

12/2(金)
553kcal

～お知らせ～
・マクロビ弁当は前日の午前中までに
ご予約お願いします。
・当日でもお受け出来る場合もご
ざいますが、メニュー変更やお時間
がかかりますのでご了承下さい。
◆FAX 注文は下記もお 書きください
お名前：
お電話：

12/3(土)
580kcal

597kcal

・鯖のかばやき

・白身魚のチリソース

・ジューシーメンチカツ

・玄米ごはん
・厚揚げの野菜あんかけ
・こんにゃくきんぴら
・ブロッコリーのごま和え
・漬物
・玄米コーヒー寒天
～～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～
５８０Kcal
風邪予 防 デトック ス効果

・玄米ごはん
・車麩の照り焼き
・切り干し大根の煮物
・白菜の煮びたし
・漬物
・杏仁豆豆乳かん
～～～ ～～ ～～ ～～ ～～ ～～
5６１Kcal
目の疲れ 便秘改善

～マクロビ弁当とは～
肉、卵、乳製品を使わず、でき
るだけ地元の無農薬野菜を使っ
て作る穀物菜食の食事です。
週に 1～2 回でも食べてみま
せんか？心と体にほっとする弁
当です。
★マークは新作メニューです。

※食材等の都合により、メニューの変更がある場合がございます。どうぞご了承ください。

