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地元にフォーカス！ 地域密着型フリーマガジン





ピッツァ マルゲリータ
1,600円（税込）

築上郡上毛町大ノ瀬304-1　☎080-3982-7077
◯営 10:00～14:30 17:00～(LO)20:30　
　土日祝10:00～(LO)20:30
◯休 木曜日(祝日の場合は営業、前日の水曜日が休み)
http://www.isekimae.com/news/detail.php?uid=2224

FIERO
ふぃえろ

水牛のモッツァレラを使用した

ナポリ最高のピッツァ。

マルゲリータの高級版で

モッツァレラの味が格別。

GOURMET REPORT 01
THI S MONTH ' S

合鴨とキノコのピザ
1,080円（税込）

中津市三光土田199　　　☎0979-43-6700
◯営 11：30～14：30（O.S）17：30～20：30（O.S）
◯休 木曜日・夜 不定休

Pasta&Pizza501
ぱすたあんどぴざ　ごうまるいち

ポルチーニ茸の旨味をたっぷりまとった、

キノコとスモークした合鴨が最高の

ハーモニーを織り成すピザ。

ワインとの相性もぴったりです。

GOURMET REPORT 02
THI S MONTH ' S

中津市三光森山557-1　
☎0979-43-6608
◯営 11：00～（LO）19：00　
◯休 水曜日

GRANDE AMICO
ぐらんであみーこ

ダブルトマトのマルゲリータ
Ｓサイズ1,050円（税込） 
Mサイズ1,900円（税込）
地元大分県産ミニトマトとモッツァレラチーズを使い、

石窯で焼き上げました。

仕上げにのせた久住産バジルの風味もお楽しみいた

だけます。

クリスマス、年末年始には是非テイクアウトをご利用

ください。

GOURMET REPORT 03
THI S MONTH ' S
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中津市大貞366-38　
☎0979-32-2307
◯営 10：00～18：00　◯休 毎週日曜日
https://www.hashimotochaho.com

橋本茶舗
はしもとちゃほ

手作りトマトピザ
600円（税込）

厳選された北海道産小麦を2種類使用して

クリスピー生地を作り、地元の野菜を中心にトッピング。

安心安全、美味しさのためにソースも手作りです。

テイクアウト可能ですのでご予約頂くとスムーズです。

GOURMET REPORT 06
THI S MONTH ' S

ミックスピザ
1,050円（税込）

中津市牛神23-4　☎0979-25-1033
◯営 11：30～14：30（LO）18：00～21：00（LO)
◯休 不定休

スパゲッテリア・ダクゥイ
すぱげってりあ・だくぅい

サクッとしたクリスピー生地にソーセージ、木の子、

ピーマンなど定番の具材に、

たっぷりのチーズをのせた人気の一品。

ドリンクバーのセットでもご注文できます。（1,350円）

ピザのテイクアウトOKです。

GOURMET REPORT 05
THI S MONTH ' S

ピッツァ マルゲリータ
864円（税込）

中津市大塚380-1　☎0979-64-6687
◯営 平　日11：00～15：00（LO14:00）／18：00～23：00（LO/22：30）　
　 土日祝 lunch / 11：00～14：00　cafe /14：00～18：00
           dinner /18：00～23：00
◯休 月曜日（※月曜が祝日の場合、翌日休み）
http://furio.jp/

FURIO
ふりお

ピザの王道マルゲリータ。

生地は表面カリッ中はモチモチとしたナポリ風。

自家製トマトソースとクセのないモッツァレラの相性は抜群！

最後にバジルが爽やかに香ります。

GOURMET REPORT 04
THI S MONTH ' S
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Christmas Cake 2018

お申込み
締切日
手作り商品の為、数に限りがございます。
15日以前に締め切る場合がありますのでご予約はお早めに!!
※写真と実物が異なる場合がございますので、ご了承下さい。

12月15日（土）

（
税
抜
）

アップルマロン
15cm

5号（15cm）

6号（18cm） 7号（21cm）5号（15cm） 6号（18cm） 7号（21cm）

3,800円（
税
抜
）

（
税
抜
） 4,500円

（
税
抜
）

（
税
抜
）

（
税
抜
）

（
税
抜
）

（
税
抜
）

生クリーム（ホワイト）※写真は、6号（18cm）

甘さを抑えた生クリームと苺の当店自慢の定番人気ケーキ。

（
税
抜
）

クリスマスパーティ
保冷バッグ付

（
税
抜
）

ザッハ
18cm

（
税
抜
）

テリーヌ ドゥ ショコラ

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

（
税
抜
）

サンタの家
24cm

サンタの飾りは

ご自分で♥

世界に1つだけの

ケーキになります！

!"#



中津市加来2283-344（ナフコ南店さん裏通り）　
☎0979-32-5291
◯営 11：00～17：00　◯休 日曜日・祭日
http://www1.bbiq.jp/sanpomichi-cake/

さんぽみち

生クリームシフォン
380円（税込）

国産小麦粉、地鶏卵、きび砂糖、こめ油で作る

やさしい味のシフォンケーキに

ふわふわの生クリームと

採れたていちごをのせました。

GOURMET REPORT 09
THI S MONTH ' S

スノーマンタルト
378円（税込）

中津市沖代町1丁目462-1　☎0979-26-0488
◯営 10：00～19：30
◯休 火曜日

夢菓房 Aile
ゆめかぼう　える

ぎゅうひで包まれた、いちごのタルトです。

クリスマスまでの期間限定商品です♪

寒さと共においしくなる苺を

かわいいと共にお召し上がり下さい。

GOURMET REPORT 08
THI S MONTH ' S

シュトーレン
大 1,800円（税込）  小 900円（税込）

大貞店
中津市大貞354-4　☎0979-32-5636
◯営 7：00～20：00　◯休 元旦
福沢通り店
中津市島田771-1　☎0979-22-5000
◯営 9：00～20：00　◯休 元旦
http://www.mahounoki.jp

石窯工房 魔法の樹
いしがまこうぼう まほうのき

STOLLEN（シュトーレン）は１４～１５世紀、中世ドイツの古都ド

レスデンに生まれたクリスマス用のリッチなイースト菓子です。

フルーツの風味などが日ごとにパンへ移っていくため「日に日

に、クリスマスが待ち遠しくなる」嬉しいお菓子です。

GOURMET REPORT 07
THI S MONTH ' S

5





豊前市岸井188-1　
☎0979-84-0304
◯営 10：00～18：30　
◯休 火曜日・月1回不定期で水曜日

ケーキハウス　四季
けーきはうす　しき

ティラミス
465円（税込）

マスカルポーネと二種類のチーズをブレンドし、

メレンゲと合わせ軽いクリームにしました。

※オーナメントが異なる場合がございます。

GOURMET REPORT 12
THI S MONTH ' S

メリー
388円（税込）

豊前市大字久松109-5　☎0979-82-8265
◯営 10：00～19：00
◯休 月曜日 第1・第3日曜日

菓子工房 ル・クール
かしこうぼう　る・くーる

スポンジ生地や生クリームなどを重ね、生チョコで

コーティングし、6層に仕上げました。チョコだけど甘さ

控えめで軽い食感です。

クリスマスやバースデー用のホールケーキもご準備し

ています。

GOURMET REPORT 11
THI S MONTH ' S

クリスマスケーキ
4,644円（税込）

中津市大字上宮永71-12　☎0979-22-0815
◯営 8:00～17:00　
◯休 日曜日
　 第４月曜日（お節句時期、年末年始は変わることがあります）
https://nakatsukanei.com/

中津菓子 かねい
なかつかし　かねい

かねいのケーキはバターを使わず卵の力だけで

ふかした蒸しカステラ。小豆と栗をサンドしてフランス産の

マロンペーストをふんだんに使用しています。甘さ控えめで

コクもあって大満足のケーキです。

GOURMET REPORT 10
THI S MONTH ' S
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JOB GUIDE

勤務地／中津市立中津市民病院（中津市字下池永173番地）
職　種／調理補助
内　容／盛付・配膳がメイン（調理業務はありません）
給　与／時給800円
時　間／9：00～15：00、14：00～18：00（各休憩60分）     
　　　　※勤務週4～5日   
休　日／シフト制（隔週で土、日の休みも可）※希望休考慮
資　格／未経験ＯＫ
待　遇／交通費規定支給、制服貸与、車通勤可（無料駐車場あり）
応　募／電話連絡の上、履歴書持参下さい。
　　　　※グループ会社のユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。
事　業／コントラクト・レストラン事業

★未経験の方には丁寧に教えるので安心して働ける環境です。     
★幅広い世代の方が活躍しています！！
★お休みの相談もできるので是非お気軽にご応募下さい。

1日4ｈ～！あなたの時間を有効活用しませんか♪パ

福岡市博多区博多駅東3丁目3-3 新比恵ビル2F

栄食メディックス株式会社
　 0120-563-537（西洋フード・コンパスグループ応募受付センター/受付10～19時）

内　容／自動車部品製造
　　　　★簡単な作業です！
資　格／初心者でもOK!
応　募／その他詳細はお気軽に
　　　　お問い合わせください。
　　　　※募集受付：月～金曜日

パートさん急募！

築上郡上毛町大字中村

吉富ハーネス 株式会社
☎0979-72-4613

パ

内　容／家電配達・取付け等　※現場は主に宇佐市・中津市・豊前市です。
給　与／月給150,000円～
　　　　　　200,000円
時　間／8：30～17：30
資　格／普通自動車免許
休　日／水・日曜日
待　遇／昇給・賞与・各種保険有
　　　　マイカー通勤可
応　募／まずは下記までお気軽にお電話ください。
★入社祝金あり！！
★メールでの応募も大歓迎！！
　「do.o@ezweb.ne.jp」まで、お気軽にどうぞ。

配達員募集！

■中津市字小祝521-3 ■築上郡上毛町垂水283-3

有限会社 大下電気工事 
☎0979-72-1655　☎090-7446-1630　担当／大下

正

内　容／清掃員
給　与／①時給820円②時給850円
時　間／①14：00～17：00（3h）
　　　　②  5：00～  8：30（3.5h）
勤務地／①大川病院
　　　　　（事務所棟等の清掃）
　　　　　豊前市四郎丸
　　　　②くろつち整形クリニック
　　　　　豊前市赤熊（病院内清掃）
休　日／①日曜日②土・日曜日
★まずはお気軽にお電話ください。

パート募集！高齢者大活躍！！

中津市大字高瀬1622-1

㈲サクセス・クリーンサービス
☎0979-23-8850

パ

職　種／接客・販売
給　与／一　般：時給850円～
　　　　高校生：時給800円～
　　　　※共に皆勤手当込み ※研修中762円
時　間／例：9：30～17：00（18：00）
　　　　　 17：00（18：00）～21：00など
　　　　ご希望の時間帯相談可能です
【共通要項】
休　日／シフト制　
勤務地／イオンモール三光SC1F
待　遇／制服貸与、スタッフ割引、スマイル手当、社員当登用制度あり
応　募／まずはお気軽にお電話ください。

週2回からOK!　スタッフ大募集！！

中津市三光佐知1032　イオンモール三光SC1F

サーティワンアイスクリーム イオンモール三光店
☎0979‐26‐8281（担当／いわまつ）

アパ

内　容／取引先での軽作業
給　与／時給800円
時　間／8:00～17:00の間で4～5時間
資　格／運転免許
応　募／電話連絡の上、履歴書を
　　　　ご持参ください。
★週3日程度でもOK
★好きな時間でOK
★年齢・男女問わず

好きな時間で働けます！

築上郡吉富町広津722

築上金属㈲ 吉富営業所
☎0979-22-9280（担当／金井）

パ ア

職　種／①洋菓子パン販売スタッフ
　　　　②洋菓子製造スタッフ
給　与／①6:30～15 :30  11:00～20：00（シフト制）
　　　　②7:00～16：00  　9:00～18：00（シフト制）
【共通要項】
資　格／高卒以上。未経験も方も安心して応募下さい。
給　与／月給155,000円～165,000円（通勤手当、賞与有）
休　日／月8日程度、年始3日程度
勤務地／大貞店・福沢通り店
待　遇／制服貸与、各種保険有、通勤手当、賞与（前年度実績有）
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
★パートさんも同時募集！ 時給800円～ 時間・休日はご相談ください。

スタッフ募集します♪

中津市大貞354-4

石窯工房 魔法の樹
☎0979-32-5636（担当／梅林）

正 パ

18



求人広告のお申込みは株式会社ADP（FREE編集部）まで  TEL.0979-25-2005   E-mail free.nakatsu@gmail.com

内　容／病院内及び病室日常清掃
勤務地／中津市民病院
給　与／時給820円～
　　　　試用期間780円（2ヶ月程度）
時　間／9：00～15：00
　　　　その他時間は応相談
勤　務／週3～5日程度
　　　　（作業シフトによる交代制）
　　　　※時間・勤務はいずれも応相談
待　遇／制服貸与、交通費規定支給、有給制度あり（当社規定）
応　募／まずは、お気軽にお電話下さい。電話受付後、後日面接をさせて
　　　　いただきますので、履歴書（写真付）で準備してください。

初めての方でも丁寧に教えます！ 清掃スタッフ増員の為、大急募！

中津市大字下池永173番地（中津市民病院内）

日本空調サービス株式会社 中津営業所
☎0979-64-7702（担当／林・松尾・藤本）

パ

職　種／接客・調理補助
　　　　※ホールでの接客や
              簡単な調理補助
給　与／時給850円～
時　間／18:00～22:00の間で
           2～4時間程度
休　日／第2・4火曜日定休 他シフト制
　　　　※土日祝に勤務できる方大歓迎！
　　　　※時間・曜日は相談に応じます！
応　募／まずはお気軽にお電話ください。

18～60歳の女性活躍中！

中津市豊田町3-4-8

焼肉レストラン 平安
☎0979-23-4089

パ ア

職　種／①葬斎場職員（正社員）
           ②火葬場職員（パート）
　　　　③火葬業務全般（パート）
内　容／①葬儀施行業務全般（葬儀のない日は火葬場での受入収骨業務）
　　　　②火葬場での受入収骨業務
　　　　③火葬業務全般（勤務地：みやこ町、上毛町）
資　格／普通自動車免許（AT限定可）、年齢50歳頃迄（キャリア形成のため）
　　　　葬斎場経験者優遇
給　与／①月給180,000～200,000円
           ②時給1,200～1,500円
           ③時給1,200円（研修期間中1,000円）
時　間／①8：30～17：30（月15hほど残業あり）
　　　　②11：00～17：00頃（週20h未満の勤務）
　　　　③8：30～17：00（週3日通勤のできる方、残業なし）
休　日／①②週休2日制（シフトにより異なります） ※出勤日は応相談
待　遇／①施行手当・通勤手当・資格手当・残業手当・賞与あり（前年 年2回）
応　募／電話連絡後、履歴書をご持参ください。

★女性スタッフ活躍中！ 50歳以上の男性スタッフも活躍中！
　転職をお考えの方・未経験の方もお気軽にお尋ねください。

葬斎場スタッフ募集！ 初めての方でも安心して働けます！

中津市相原3032-16

風の丘葬斎場管理運営グループ
　 0120-68-0404（担当／新家）

正 パ

風の丘葬斎場
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今月のつぶやき fire-king  Dハンドル

vol.15

今回で最後となる「smoking room」。最終回は1番大好きなテーブルウェア

「fire-king」のDハンドルのご紹介。

fire-kingはガラスメーカー「アンカーホッキング社」が1940年から1976年まで

製造していた商品ブランドの１つで色んな訳ありで、今から約52年前に製造が

終わっているアメリカンビンデージの１つ。

その中でも、特に俺が好きな形があり、通称「Dハンドル」と言ってカップの持ち手が

「D」の形になってるマグカップ。とてもグリップ感が良く、見た目も良く、

コーヒーやホットミルクなどを飲んでても絵になる。

さらに1番人気の色のジェダイ（ヒスイ色）はミッドセンチュリーの

代名詞と言える逸品。

今ではなかなか当時物を、手に入れるのがムズくなってきたけど

今後も、コレクトし続けます。

それでは、またどこかでお会いしましょう。                      

キングマイルド
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株式会社 ADP
〒871-0162 中津市永添2636-24
TEL 0979-25-2005  FAX 0979-25-2006
Email：nakatsu.adp@gmail.com

●仕事内容／フリーマガジンFREEの広告やチラシ・パンフレット
　　　　　　名刺・封筒などの印刷物の営業
●給　　与／①時給800円～（経験により優遇）
　　　　　　②月給150,000円～250,000円
●時　　間／①10：00～18：00の間で4～5時間程度
　　　　　　②  9：00～18：00
●休　　日／土・日・祝日（その他応相談）
●資　　格／高卒以上、普通運転免許
●応　　募／まずは下記までお気軽にお電話ください。
　　　　　　後日、面接のご連絡をいたします。　
  
　　　　　

明るく、元気な方大歓迎！
FREE営業スタッフ募集！
①パート ②正社員

Alliance Design Partners
ADP inc.

●

●

●

●

●

●

●

●

豊田小

中津
南高

←水源池

理容
トップたつみ

硝子店

薮田酒店

マサキ美容院

ふくとん

ローソン

P

◀吉富 宇佐▶

不在の場合もありますので、ご来店の際は、お電話の上お越しください。

山口薬品

中津市下宮永2-452-1　営業／9:00～19:00  休日／日曜

☎0979-25-2368
漢方子宝相談

妊娠しづらい原因は人それぞれ。原因となる疾患・体質・年齢など
の要素が重なり、多くの女性が「どう頑張ったらいいのだろう」と
人知れず苦しんでいます。「山口薬品」では実際に様々な不妊治療
に挑戦した店主が、お話を聞きながら頑張る方向を見つけ、一歩を
踏み出す手助けをします。妊娠しづらい原因が分からない方も、実
際に疾患があり悩んでいる方も、一人で悩まずご相談ください。
赤ちゃんがほしい気持ちでいっぱい、そんなあなたの
心と体に寄り添う薬屋さんです。
ホームページには相談事例や店主の体験も。　→ →

妊
娠
に
必
要
な
力
を

養
い
ま
せ
ん
か
？

年齢により
妊娠が
心配な方

妊娠しづらい
要因が
不明な方

女性に多い
病気が要因で
なかなか

妊娠しづらい方
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PRESENT
応募方法　❶～❹を明記の上、おハガキ又はメールにてご応募下さい。
　　　　　❶希望商品の番号 ❷住所・氏名・年齢・性別 ❸どこで「FREE」を入手しましたか？
　　　　　❹今後FREEで見たい企画があれば教えてください。
宛　　先 ハガキ→ 〒871-0162 中津市永添2636-24　株式会社ADP「FREE 12月号プレゼント係」

携帯からでもOK

ハガキ又はメールで応募して、素敵な読者プレゼントをゲットしよう！

メール→ free.nakatsu@gmail.com ※応募はお1人様1通、１アドレスまでとさせて頂きます（複数応募の場合は無効）

『パスポートペアチケット』（入園+アトラクション）
有効期限 2019/4/30 ペア5組10名様にプレゼント!

ハッピークリスマス
キャラクターたちからの、かわいいクリスマスギフ
トがいっぱい！クリスマスパレードやグリーティン
グなどが楽しめる！12/22～24は花火があがる
スペシャルショーも上演 ！

料／パスポートチケット
（入園+アトラクション）…2,900円
問／ゲストインフォメーション 
☎0977-73-1111   
詳／http://www.harmonyland.jp/

04
ハーモニーランド

応募締切
2018.12.10（月）

必着

詳しくは

シェアサロン・ジオベネーラ    ☎ 080-3979-3811 中津市上如水1365　山望庵内    
営／10：00～18：00　休／不定休

 

収集した個人情報は、厳正な管理の下取扱いいたします。収集した個人情報は第三者に開示することはありません。

N E X T  F R E E   2 0 1 8 . 1 2 . 2 0 . P U B L I S H !

橋本茶舗　☎ 0979-32-2307    中津市大貞366-38
営／10:00～18:00　休／日曜日

●セブンイレブン（是則店・中津下池永店・中津沖代店・中津大新田店・中津相原店・中津東浜店・中津牛神店・
中津万田店・中津駅北店・今津大橋店・中津本耶馬溪町店）
●ローソン（相原店・中津田尻店・上如水店・中津中央町店・下池永店・犬丸店・本耶馬溪町・山国町店・永添店）
●ファミリーマート（中津駅店・中津大貞店・大悟法店・中津牛神店・中津宮夫店・中津北店・中津中殿店・
中津中央町店・中殿店・中津宮永店・永添店）
●セブンイレブン（豊前郵便局前店・豊前三毛門店・豊前四郎丸店・豊前岸井店・豊前八屋店・
上毛町役場前店・椎田八田店・椎田臼田店）
●ローソン （豊前千束店・豊前久松店・築上大平店・築上有安店）
●ファミリーマート （豊前警察署前店・豊前市役所前店・築上吉富店）
●セブンイレブン（閤店・宇佐店・宇佐別府店・四日市店・江須賀店・新地店・上田店）
●ローソン（山下バイパス店・四日市店・辛島店・長洲店・宇佐和気店・拝田店）●ファミリーマート（宇佐中央店）
●ローソン（犬田店） ●ファミリーマート（新地店）●セブンイレブン（新栄店・新町店）

中津エリア 

豊前・築上エリア 

宇佐エリア 

豊後高田エリア

●ゆめタウン中津内（1Fミスタードーナツ前、1F北口、3F駐車場入口） ●スーパー細川 万田店 ●TSUTAYA 中津店
●道の駅なかつ ●ダテフラワー（サンリブ中津店内） ●ヤマダ電器/テックランド中津店 ●ベスト電器NEW中津店
●ナフコ 中津店 ●魔法の樹 大貞店 ●宝来軒 バイパス店 ●自由空間中津池永店 ●ダイレックス 中津中殿店
●ケーズデンキ中津店
●豊前ふれあい市場（フレスポくぼてん内）●湯の迫温泉 大平樂
●ルミエール苅田店 ●行橋パワーセンター生鮮一番館 ●TSUTAYA コスタ行橋店 
●ヤマダ電機 九州テックランド行橋店
●ミスターマックス 宇佐店 ●ナムコ ミスターマックス宇佐店

中津エリア
 

豊前・築上エリア 
行橋エリア

宇佐エリア  

●中津市役所 ●中津文化会館 ●中津耶馬溪観光協会（JR中津駅北口）●JR東中津駅 ●JR今津駅
●中津商工会議所 ●中津城 ●やすらぎの郷 ●西谷温泉 ●金色温泉 ●本耶馬溪支所 ●耶馬溪支所
●山国支所●大分銀行 ●中津市社会福祉協議会 ●九州労働金庫中津支店●豊和銀行中津支店
●大分みらい信用金庫 ●北九州銀行中津支店 ●中津市地域活性化室（旧今津公民館）
●築上町役場 ●築上町築城支所  ●天狗の湯 ●卜仙の郷 
●豊前市役所 ●豊前商工会 ●西日本シティー銀行豊前支店 
●道の駅 豊前おこしかけ ●福岡ひびき信用金庫豊前支店 ●吉富フォーユー会館 
●吉富町役場 ●吉富町商工会 ●豊和銀行豊前出張所 ●道の駅 しんよしとみ
●上毛町役場 ●上毛町商工会 ●汐湯の里 ●JR吉富駅 ●JR宇島駅 ●JR豊前松江駅
●宇佐市役所 ●まほろば物産館 ●かんぽの郷 ●まほろば温泉
●健康交流センター花いろ温泉 ●豊後高田市役所
●豊後高田市立図書館 ●豊後高田商工会議所

中津エリア 

豊前・築上エリア 

宇佐エリア 
豊後高田エリア

●スーパー細川 沖代店 ●デリマート かなえだ●ファディ 中津店 ●サンエイト田尻
●スーパー細川 豊前店 ●トレードマート 豊前店 ●マルミヤストア 吉富店
●ルミエール椎田店 ●ルミエール行事店
●スーパーバリュー宇佐店 ●コメリ 宇佐店 ●新鮮市場 宇佐店 ●ヤマダ電器 宇佐店
●K'sデンキ 宇佐店 ●コメリ 長洲店 ●ナフコ宇佐 ●ホームセンターセブン 宇佐店
●ホームセンターセブン 四日市店 ●トキハインダストリー 長洲店 ●ダイレックス 宇佐店
●ホームセンターセブン 高田店 ●ヤマダ電器 高田店 ●スーパーあさの ●コメリ 高田店
●グリーンセンター 高田店●トキハインダストリー 高田店

中津エリア 
豊前・築上エリア 
行橋エリア 
宇佐エリア 

豊後高田エリア 

スーパー大型ラック設置施設

公共施設コンビニ

『お好きな手作りピザ1枚 600円』を
5名様にプレゼント!

幅広い年齢層のお客様に愛されている
『橋本茶舗』。店舗内にカフェもあり、お
茶に合うお菓子だけでなく手作りピザも
あるんです。お茶にピザ!?と思われるか
も知れませんが、お口を爽やかにしてく
れるお茶や抹茶にとっても合いますよ！ 
ピザはトマト・照り焼きチキン・バジルの
3種類です。

03
橋本茶舗

『天然野草の【野草蒸し】体験チケット（￥2,000相当）』を
３名様にプレゼント!

エステ＆リラクゼーション＆野草蒸しの
お店です。ヨモギ、ドクダミなどの天然
野草をお鍋でグツグツ、個室のテントの
中で40分。蒸気でたっぷり蒸されてみ
ませんか？寒い日が続くこの季節！冷え
は女性の大敵です。手足の冷えやむく
みなどでお悩みの方へ、是非「ポカポカ
ぼでぃ～」の時間をご堪能下さい。

02
シェアサロン・ジオベネーラ

©'76,'93,'96,'01,'05,'12,'17,'18 SANRIO

『1,000円分のお食事券』を３名様にプレゼント!

鉄板料理は敷居が高そうに感じる人も
多いが、このお店の最大の魅力はカ
ジュアルな空間の中、リーズナブルな
価格で料理を堪能できること。本格的
な鉄板料理を中心に一品メニューまで
楽しめ、仕事帰りでも、ハシゴの2軒目
でも利用しやすい人気店「ふくろう。」
に是非足を運んでみて欲しい。
※おつりは出ません

01
ふくろう。

ふくろう。    ☎ 0979-64-6656 中津市宮夫240-5     営／18：00～LAST 
 休／月曜日（祝祭日の場合は翌日）
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 DESIGN＆PRINT

年賀状
印刷
承り中！！

企業やお店の顔となるロゴマークのデザインから、名刺・封筒・各種伝票などの印刷物

チラシ・パンフレット・看板などの企業コミュニケーションツールを

一貫したシステムでご提案致します。

のぼり

A型看板

フラッグ

懸垂幕・横断幕

店舗看板

屋上看板

◯×

大
売
り
出
し

◯×

大
商
談
会

屋外デジタルサイネージ

車両広告用
マグネット＆
ステッカー

O
P
E
N

SALE
BIG

タペストリー

●ロゴマーク
●名刺
●各種伝票類
●封筒
●診察券
●包装紙 
●シール
●パッケージ
●ホームページ

●チラシ
●ポスター
●パンフレット
●リーフレット
●カタログ
●メニュー
●DM
●チケット
●商品券
●手提げ袋
●Tシャツ
●看板 

イベント用
ツール

オフィス＆
ショップ用
ツール

●タオル
●カレンダー
●ポケットティッシュ
●うちわ
●エコバッグ
●メモ帳
●ボールペン
●クリアファイル

名入れ
ノベルティ

株式会社ADP／フリーマガジンFREE
〒871-0162 大分県中津市永添2636-24　TEL 0979-25-2005  www.adp-jp.com

袖看板
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12

お葬式の準備に、追われることなく。 参列者の対応に、身をけずることなく。
最後も、いつものように一家団らんで過ごしたい。
そんな、お客様の想いから生まれました。


