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年末年始に！ おせち・オードブル特集年末年始に！おせち・オードブル特集

動画でお店の様子と、商品をご紹介しています!

誌面では紹介しきれないメニューも盛りだくさん！ぜひ各お店の
QRコードを読み取ってご覧ください！

時津 長与
広報委員がおすすめする

今回はドーナツ！
パティスリースイートソレイユ
■所時津町浜田郷301-8
■℡ 095-881-7768
■営 10：00～19：00
■休水曜日・第1、3火曜日
　　　　　　　　　　■Ｐ3台

■所時津町左底郷35-4
■営ランチ 11：50～14：30（LO.14:00）
ディナー 18：00～22：30（LO.22:00）
■休月曜日　■Ｐ15台あり

海鮮うまいもん屋てっぺん

※個人の感想です。

パティスリー プランシェ
■所長与町吉無田郷859-11
■℡ 095-887-2476
■営 10：00～20：00
■休毎週火曜　■Ｐ2台

（祝日の際は振り替えあり）

色んな味が
楽しめるふんわり
しっとりの
焼きドーナツです

かわいくて
美味しいクマさん！
（甘いだけじゃなくて
柑橘のアクセントも◉）

●特上おせち2段重　全28種
　　（4人前）   税込20,000円
●特上おせち1段重　全28種
　　（2人前）　税込10,000円他 TEL.095-882-2341

■所時津町浜田郷144-17
■営 11：30～14：00/17：30～21：00
■休ランチ：日　夜：土～月　■Ｐ有

居酒屋食堂シエスタ

●スペシャルオードブル
・（4～５人前）６,８００円
・（2人前）　　４,５００円
クリスマスから新年会までどうぞ。
31日までテイクアウトできます。 TEL.090-6637-1325

■所時津町西時津郷75-30
■営ランチ（月・木・金・土のみ）
　12：00～14：00
　ディナー18：00～22：00
■休火曜日　■Ｐ有

鮨つかさ

●にぎり（1人前）2,200円
●つかさ盛（5人前）13,500円
ご予約お待ちしております。 TEL.095-881-2380

■所時津町浦郷305-9
■営 18：00～24：00（LO23：30）
■休木曜日　■Ｐなし・近隣にコインPあり

居酒屋むらさき　

●居酒屋むらさきのおススメ盛り合わせ
　4人分　5,000円
盛りだくさん12種類のお料理を
お楽しみいただけます。
単品メニューもございます。 TEL.095-881-1030

■所時津町左底郷95-8
■営 18：00～　■休毎週火曜日　■Ｐ有

海鮮居酒屋みつみ

●刺身　11,000円
魚市直送の活魚を存分に堪能していただ
けるように、新鮮なお刺身を一皿に盛り合わ
せました。その他ご予算に合わ
せてご相談ください。お早めの
ご予約お待ちしております。 TEL.095-882-9567

■所長与町嬉里郷1093-3
■営 10：00～19：30
■休毎月第2木曜　■Ｐ2台

ふくろう庵

●おせち料理（4～5人用）15,800円
●おせち料理（2～3人用）12,800円
年末に向けておせち料理２品をご用意
して、ご注文を承っております。ぜひお店
にもご来店よろしくお願いいたします。 TEL.095-883-1911

■所長与町嬉里郷393-12
■営 17：30～23：00
■休不定休　■Ｐ店舗前3台、他2台

いち笑

●2段重　21,000円
長与川沿いにある居酒屋
いち笑です。今年も20セット限定
でご用意しています。
ご予約はお早めに。 TEL.095-883-3375

■所長与町斉藤郷312
■営 9:00～18:30
■休不定休　■Ｐ北小学校側にあり

中川鮮魚店

●おせち風鉢盛（約6名様用）14,040円
毎年恒例！大皿に約10種類のお料理を、あふれ
んばかりに盛り合わせご好評をいた
だいています。限定30皿ですので
ご注文はお早めにお願いいたします！ TEL.095-883-2535

■所長与町嬉里郷1097
■営 17：00～24：00（OS23：30）　■休水曜日　■Ｐ2台

やきとり伸助 種

●オードブル 6,000円
牛肉串、ほたて串等、当店特選やきとり盛り合わ
せ34本に加え、人気のねぎ入り玉子焼き、
鶏のタタキをセットにしています。
12月27日(月)までの予約限定。
12月31日(金)14時～16時お引渡しです。 TEL.095-883-1959

長崎県産を中心とした食材に
こだわって料理を作っております。

各種宴会も御予算に応じて承ります！ 全国の仕入れルートから食べたいネタを
ご用意いたします！

オススメメニューの「明太オムレツ」は
こだわりの卵を使用した逸品です！

12/15までのご注文でお食事券1,000円分プレゼント！
さらに店頭へ取りに来ていただくと500円引
12/15までのご注文でお食事券1,000円分プレゼント！
さらに店頭へ取りに来ていただくと500円引

ローストビーフは和牛ランプ肉をさばいて
焼いていますので味も柔らかさも違います。

毎年好評！ 大皿に約10種類のお料理を、
あふれんばかりに盛り合わせました！

人気商品を盛り合わせました！ ご家族で楽しめるオードブルも
ご用意しております！

長崎県産を中心とした食材に
こだわって料理を作っております。

各種宴会も御予算に応じて承ります！ 全国の仕入れルートから食べたいネタを
ご用意いたします！

オススメメニューの「明太オムレツ」は
こだわりの卵を使用した逸品です！

ローストビーフは和牛ランプ肉をさばいて
焼いていますので味も柔らかさも違います。

毎年好評！ 大皿に約10種類のお料理を、
あふれんばかりに盛り合わせました！

人気商品を盛り合わせました！ ご家族で楽しめるオードブルも
ご用意しております！

パティスリースイートソレイユ

スイートリング
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なくなり
次第終了

なくなり
次第終了

なくなり
次第終了

受付
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12/30までにお
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12/31～2は
休業です

※掲載している価格は全て税込です。※掲載している価格は全て税込です。



焼鳥入来“本気の豚足”焼鳥入来“本気の豚足”焼鳥入来“本気の豚足”
＼町内初！豚足の真空パック販売はじめます／

時津町野田郷28-3

詳細はお電話にてお問い合わせください。

時津町野田郷28-3

詳細はお電話にてお問い合わせください。

焼鳥入来
時津町野田郷28-3
TEL:095-882-0947

当店の隠れ人気メニュー“豚足”が、おいしさそのまま真空パックでお持ち帰りし
やすくなりました。焼きたてほっかほかを店内で食べるもよし、出来立てをご家族
へお持ち帰りするのもよし、買い込んでひとり占めするのもよし……。
秘伝の味で煮込んだほろほろの豚足を、ご自宅や職場、差し入れやプレゼント、
いつでもどこでも好きなだけお召し上がりいただけます。

2021年5月

「長崎新聞」さ
んに

掲載されました
！

豚足はコラーゲンたっぷりで
お肌もプルプル！
ボリュームたっぷり
カロリー低め！

2022年から2022年から

〒851-2105　西彼杵郡時津町浦郷428-14
西そのぎ商工会「うぉっちんぐ」係
TEL：882-2240  FAX：882-0521 
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

新

・山田　竹志 様 ・井上あき子 様
・境　　真緒 様 ・久松　笑子 様
・田中　明子 様 ・山口　陽子 様
・吉田　房江 様 ・峰原　栄子 様
・中西　政子 様 ・向島　末男 様

・山下　志保 様 ・武居　広樹 様

〈商品券当選者〉

〈子供用 段ボール机・椅子セット当選者〉

①アンケートの答え（店舗名）
③長与・時津にて取材して欲しいお店や人物など
③うぉっちんぐの感想
④お名前、住所、電話番号、年齢
　　　(締切／12月17日㊎必着)

下記事項を記入の上、E-mail、FAX、
官製はがきにて下記までご応募ください。応募方法

時津町西時津郷75-26　【代表者】 宮本　博之
【営業時間】 受付時間8：30～18：30（白髪染めは18：00）　【店休日】 月曜・第2日曜日

スムーズカット

☎095-881-2225

カット1,700円からのリーズ
ナブルな料金で、予約優先に
なっております。
自由にコーヒー等を飲める
スペースもありますので、お気
軽にお越しください。

書き忘れに
注意してネ! 

店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗
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　  会員
募集中!!
お気軽にお尋ねください
☎095-882-2240

新規商工会員になられたお店を紹介するコーナーです。(順不同)

西そのぎ

商工会

ご近所ご近所ご近所ご近所ご近所ご近所
さんさんさんさんさんさんさん

おーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーいおーい

ご近所
さん

おーい

ご近所
さん

おーい

長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷538-3
電話（095）887-3711　不定休

応募者の中から抽選で、10名様に上記のお店の
お食事券1,000円分をプレゼント!

「うぉっちんぐを見た」とのご予約で200円offいたします。
（他のクーポン券との併用はできません） R3.12.19まで
「うぉっちんぐを見た」とのご予約で200円offいたします。
（他のクーポン券との併用はできません） R3.12.19まで

アンケート

どこのおせち・オードブル
（表面紹介の10店舗）を
食べてみたいですか？

宛
先

 おめでとうございます
第87号

※写真はイメージです。

LINEを使ったデジタルスタンプラリー

次回は、1月末締め切り・2月抽選！

西そのぎ商工会　　 検索

くわしくはYouTubeで

「西そのぎ商工会YouTube
チャンネル」で加盟店の
インタビュー動画
を配信中！

加盟店
一覧は
こちら

ポイントを集めて豪華賞
品が当たる抽選に応募し
よう！

まだ間に合います！
ぜひ友だち
登録してね！


