
仕出し専用会席料理
熊本本店・城山店・玉名店

初節句特集

うれしい3つのサービス八起の

◎掲載以外にも料理をいろいろと取り揃えております。スタッフにお気軽にご相談ください。

端 午 の 節 句

集

料理をいろいろと取り揃えております スタッフにお気軽にご相談ください

フルーツゼリー 乾物詰合せ 五木めんセット 木村のあられ（6袋入り）フルーツ缶詰3本

や　　　　　　お　　き

イロイロ

使えて、

お客様に
も

好評!!

付

キャッシュバック
  キャンペーン開催!!

金券は会席料理・ギフト・鉢盛など当社商品をそれぞれの規定以上の
金額でお買い求めいただいたお客様のみご利用いただけます。

◎この紙面裏より切りとってご使用ください◎

通常価格9,000円を179 御祝用会席膳
（詰合せボックス・釜飯付）

BOX

交換可

詰合せ
ボックス

◎この会席膳は仕出し専用です。

特 別
価 格 〈消費税別〉

1,000円お得
◎通常より8,000円

乾物詰合せ 五木めんセット 木村のあらツ缶詰3本

3,000円〈消費税別〉本体価格

103

交換可

ファミリーセット（5人盛）
◉オードブル
◉お刺身・寿司盛り合わせ
◉茶碗蒸

特 別
価 格 〈消費税別〉

1,000
円

82
祝事用3色求肥
（9個入り）
（縦／21.3cm・横／21.3cm）

本体価格850円〈消費税別〉

柿の葉ずし各種5個入り〈20個入り〉

2,500円〈消費税別〉
①出世鯉（大）〈約25cm〉

2,000円〈消費税別〉
②出世鯉（小）〈約22cm〉

お祝いの席に
華やかな

和引菓子はいかが?

お集まりの席にオススメ!!
会話も弾むおいしさをどうぞ。

節句祝いの定番!!

ちまき柏もち
1,000円〈消費税別〉

45

◎この会席膳は仕出し専用です。 ◎この会席膳は仕出し専用です。 ◎この会席膳は仕出し専用です。

180 御祝用会席膳（詰合せボックス・釜飯付）
交換可 BOX

通常価格

8,000円を
特 別
価 格 〈消費税別〉

1,000円お得
◎通常より7,000円

178 御祝用会席膳（詰合せボックス付）
BOX

通常価格

7,000円を
特 別
価 格 〈消費税別〉

1,000円お得
◎通常より6,000円

173 御祝用会席膳（詰合せボックス付）
BOX

通常価格

6,000円を
特 別
価 格 〈消費税別〉

1,000円お得
◎通常より5,000円

交換可

詰合せ
ボックス

交換可

詰合せ
ボックス

交換可

詰合せ
ボックス

BOX 詰合せボックス 5種類の中から1つお選びいただけます

会席膳に付いている紅白饅頭は
「ちまき2本」に交換できます。

紅白饅頭

白饅頭
ます。
頭は
す。

ちまき

交換
OK!!

得する『クーポン券』

三 点
セット1,7000円〈消費税別〉

本体価格

和
引
菓
子

本体価格

103
柿の葉

〉

1,800円〈消費税別〉本体価格

柿の葉ずし各種3個入り〈12個入り〉
104

会席膳に付いている

お子様ランチ
サービス!

お祝用会席7名様以上で

特別交換サービス!

◉
さ
ば 

◉
さ
け 

◉
た
い 

◉
あ
な
ご

《
4
種
》盛
り
合
わ
せ

おかげさまでお客様にも
大変喜ばれています!

引出物のお茶（2本入り）・
詰合せボックス・二段折

無着色

おもちゃ付

交換サービス

箱：縦155㎜×横110㎜×高さ27㎜

上記の3点は
辛子明太子に
交換できます。
　　　　　　　　　
鮮鼓堂 辛子明太子
〈切子〉（200g）

引出物のお茶（2本入り）詰合せボックス 会席膳2段折

交換
OK!!

期間／令和2年5月31日まで



無料送迎バスや飲み放題プランもございます。
詳しくは、ホームページでもご覧ください。

0120-22-6860

〒862-0914 熊本市東区山ノ内1丁目4-10
Tel.096-368-6860 

●営業時間／11：00～20：00（ラスト18：00スタート）
●収容人員／72名様 ●館内部屋数／7部屋

0120-38-4778

〒860-0066 熊本市西区城山下代4丁目11-6
Tel.096-311-4778 

●営業時間／11：00～20：00（ラスト18：00スタート）
●収容人員／65名様 ●館内部屋数／6部屋

和のテイストを取り入れたシンプルでモダンな空間

卓上を艶やかに彩る料理の数々

伝統に新しいテイストを盛り込んだ新しいおもてなしのカタチ

や　　　　　　お　　き

熊本本店

慶 弔 懐 石 料 理

や　　　　　　お　　き

城 山 店

懐 石 料 理

完全予約 掘ごたつ完備全
室完全個室

※現金でのお支払いの場合のみ有効

住　所

T E L

氏　名

70,000円（消費税別）以上ご利用の場合にご利用できます。

様 印

キャッシュバックチケット

5,000¥
●一度につき一枚ご利用いただけます　●お支払時にのみ換金します。

〈キリトリ線〉

※署名・捺印は必ずお願いいたします。

※現金でのお支払いの場合のみ有効

住　所

T E L

氏　名

40,000円（消費税別）以上ご利用の場合にご利用できます。

様 印

キャッシュバックチケット

3,000¥
●一度につき一枚ご利用いただけます　●お支払時にのみ換金します。

〈キリトリ線〉

※署名・捺印は必ずお願いいたします。

切
り
と
っ
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

0120-28-1178

0120-22-6860
熊本市東区山ノ内1丁目4-10　TEL.096-368-6860 

玉名市滑石2708（国道501号線沿い）　TEL.0968-71-1178

や　　　　　　お　　き

玉 名 店

0120-38-4778
熊本市西区城山下代4丁目11-6　TEL.096-311-4778

や　　　　　　お　　き

熊本本店
慶弔懐石料理Y A O K I

や　　　　　　お　　き

　 城 山 店
懐石料理Y A O K I

期間/令和2年6月30日まで期間/令和2年6月30日まで

お問い合わせは
便利な

フリーダイヤルを
ご利用ください。

〈受付時間〉
17：30まで

『クーポン券』でもっとお得に!
右記の金券は会席料理・ギフト・鉢盛など当社商品をそれぞれの規定
以上の金額でお買い求めいただいたお客様のみご利用いただけます。

◎特典もイロイロ!ホームページも是非ご覧ください
◎検索サイトに「 八起 仕出し 」と入力してください。

八起　仕出し 検索

https://www.yaoki-net.com

キャッシュバックキャンペーン開催

イロイロ使えて、お客様にも好評!
!

心に響く、おもてなし空間と味わい

や　　　　　　お　　き

仏事用会席膳（引出物・詰合せボックス・釜飯付）
交換可 BOX

本体価格

8,500円〈消費税別〉 本体価格4,000円〈消費税別〉
1人前 12種
13貫 にぎり寿司
（5人盛）（中ねた）（直径約52cm）

仕出し専用会席料理
熊本本店・城山店・玉名店

交換可
引出物

交換可
引出物

会席膳の釜飯を・海鮮焼き ・牛鉄板焼・
木村のあられ「肥後七彩」のいずれか1品と交換できます。

木村のあられ「肥後七彩」 牛鉄板焼海鮮焼き

6袋入

◎この会席膳は仕出し専用です。

5

も好評!!

本体価格4,000円〈消費税別〉
31

150

7 仏事用会席膳
（引出物・詰合せボックス・釜飯付）

通常価格7,000円を

BOX交換可

6,000円

特 別
価 格 1,000円お得

◎通常より

〈消費税別〉

19 仏事用会席膳
（詰合せボックス・釜飯付）

通常価格7,000円を

BOX交換可

6,000円

特 別
価 格 1,000円お得

◎通常より

〈消費税別〉

20 仏事用会席膳
（詰合せボックス・釜飯付）

通常価格6,000円を

BOX交換可

5,000円

特 別
価 格 1,000円お得

◎通常より

〈消費税別〉

◎この会席膳は仕出し専用です。 ◎この会席膳は仕出し専用です。

◎この会席膳は仕出し専用です。

チラシ掲載以外でも、いろいろとお料理を取り揃えております。お気軽に八起までお電話ください。

釜飯交換サービス!!
おかげさまでお客様にも大変喜ばれています!好

評
企
画

大人から
子供まで

みんな大
好き!!

交換可

人気メニ
ュー

人気メニ
ュー

鉢盛（5～6人前）（直径約52cm）
交換可

八起御膳（松）
本体価格10,000円〈消費税別〉

131

通常価格8,500円を 7,200円

特 別
価 格 1,300円お得

◎通常より

〈消費税別〉
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