
①お店で写真の商品をお買上の際、お会計後にスタンプ1個
を押してもらってください。（ポイント発行所は重複しない
でください）

②ポイント2個たまったらご応募頂けます。
③裏面のハガキに必要事項をご記入のうえハガキ部分を切
り取り、店内の応募専用袋にお入れ頂くか、切手を貼って
事務局（本渡商工会議所）宛に郵送してください。

※応募はお一人様何口でも可能です。
　郵送による応募締め切りは、令和 2年 10月9日㈮消印有効。
※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。
※応募いただいた方の個人情報については、外部に流出しないよ
う厳重に管理し、当選者への通知、発送にのみ使用いたします。

リゾラテラス天草 レストラン

イチジクのタルト、杏仁豆腐のレ
モンジュレ添え、自家製ジェラー
ト、ロッシュ、爽やかな四種のス
イーツ盛り合わせ。

¥1,650 イチジクパフェ
２種類の自家製ジェラートにイチジ
クを丸ごと１個盛りつけしたオリジ
ナルパフェ。

¥1,056夏のスイーツプレート
（コーヒー or 紅茶付）

上天草市松島町合津北前島 6215-16
0969-56-3450
11:00～21:00　　なし

天草
パールセンター

前
島
橋

ろまん館

本渡

熊本

★266

ホテル
竜宮

1 ケーキ工房 パンプキン2

食の天草 にじ3 天草とれたて市場4

スイーツラボ ボングー5

菓子工房 喜久屋 太田町店 /大浜店6/10

洋菓子匠 維新之蔵12

天草飴本舗 菓子工房えすぽると13

黒瀬製菓舗14

お菓子の みつみ 諏訪町店 /サンリブ本渡店7/8

ロシアン洋菓子店9 パティスリー メール･ドゥース11

1 2

3 4 5

２個から
プレゼントに
応募でき
ます。

５個貯めると3,０００円分の
商品券が当たる

プレゼントに応募できます。

価格はすべて消費税込みの価格です。

※天候などの都合で、お店によっては、期間前に終了となる場合が
　ありますので予めご了承ください。

いちじく

１５８２年、ローマ教皇のもとへ派遣された

天正遣欧少年使節。

随行したメスキータ神父は、

「私は、リスボンからこの日本まで質の良いイチジクの

一本の木を持ってきました。その木から今、日本では

いっぱいの木になりました。」と書き記しています。

天草の地にもたらされた

イチジクは

「南蛮柿」と呼ばれ

親しまれてきました。

16 世紀に伝わった南蛮柿…

応 

募 

方 

法
　

カスタードクリームと生クリー
ム、旬のいちじくをぎゅうひの
お餅で包みました。

¥450

ケーキ屋さんの
フルーツサンド（いちじく）
焼き立てのソフトフランスパ
ンに、カスタードクリームと生
クリームをしぼり旬のフルー
ツをかざりました。

¥450

いちじく大福

10:00～19:00 水曜日
0969-22-6623

天草市本渡町広瀬 229-6

本渡北小
クリー
ニング

さくさくのタルト生地と契約
農家の地物イチジクをカス
タードと一緒に焼き上げまし
た。

¥432

南蛮柿ロール
ふわふわのロール生地の中
に、南蛮柿・ラズベリー・パッ
ションフルーツのムース・パ
イン・桃をサンドしました。

¥1,782

南蛮柿タルト

不定休

天草市瀬戸町 2-1
  　0969-32-6888
　  9:00～18:00
 　 なし

自家製完熟いちじくジャムを
淡雪で包みました。

天草南蛮柿どら焼

四郎の初恋 南蛮柿ジャム

こんにゃく入りの生地に天草
産完熟いちじくのクリームを
サンドしました。

¥216

南蛮柿の淡雪

天草郡苓北町富岡 3243
0969-35-0119
8:00 ～ 18:00 木曜日

★

苓北中

肥後銀行
拓心高校
マリン校舎

黒瀬海産

カーブ
ミラー

看板 ウッディハウス
交番

本
渡

天草町

苓北町
役場

389

トータルファッション
もり

→

→

天草市佐伊津町 2140-8
  　0969-23-6827
　  9:00～17:30 不定休

¥129

天草市有明町下津浦 3001-9
　  0969-53-0628
　  9:00～17:00  
　  なし 本渡

熊本

道の駅 有明

上津浦〒

324

上津浦 IC

★

松島有料道路

有明グラウンド

¥360いちじくロール
天草ロールの紅茶味のスポンジにカッ
トした完熟いちじくを置いて生クリー
ムを惜しみなく敷き詰めた絶品いちじ
くロールです。

¥1,400 いちじく大福

上天草市松島町合津 7914-27
0969-56-2505
9:00～18:30 毎週水曜日

第２水曜日

〒

有明

合津IC

肥後銀行
ゆめマート

総合センター
アロマ

天草産の南蛮柿果実ソースを濃厚バニ
ラソフトクリームにたっぷりかけました。
天草限定ご当地ソフトクリームです。

¥399 天草四郎幻の恋人
口どけのよいミルク餡と、いちじく
ジャムをしっとりした生地で包みま
した。

¥140天草南蛮柿ソフトクリーム

天草市太田町 5-1
　  0969-23-4172
　  9:00～19:30 なし

天草市大浜町 11-10
　  0969-22-2044
　  9:00～19:00 なし

大浜店

太田町店 サンリブ本渡店

諏訪町店
天草市諏訪町 11-11
　  0969-22-2625
　  9:00～19:00 火曜日

天草市栄町 7-34
　  0969-22-1373
　  9:30～20:00 なし

何度食べても飽きのこない、
さわやかな味の一品です。キ
ラキラゼリーで涼感アップ !!
是非、お越し下さい。

¥300

イチジクココナッツ

コス
モス

本渡
諏訪
神社

バルサミコ酢で煮込んだいち
じくを発酵クリームで焼きあ
げました。 ¥370

ミルキーいちじくサンド
クッキーとクリームにミルキー
なバターミルクをたっぷりと
使用し、ラム酒に漬けたいちじ
くをサンドしました。

¥300

いちじくのフラン

天草市川原町 8-10
　  0969-23-3551
　  9:30～19:00 月曜日

天草
信用金庫

プラザホテル
アネックス

6

10 8

7

イチジク特有のぷちぷちとした食感に
しっとりとした口溶けのパウンドケーキ。
フランボワーズのコンフィチュールがア
クセント。

¥1,512
いちじくの樹

¥648

324
JA 本渡五和
本渡温泉センター

日産
トヨタ

瀬戸大橋

★

熊本

栖本

市街

→

→

完熟いちじくと相性バツグンのカス
タードクリームを求肥で包み、上品ない
ちじく大福に仕上がり、やみつきの美味
しさです。

天草晩柑果汁入りの
オリジナルのいちじくジャムです。
風味まろやかな味です。¥611

AMAKUSA JAM
（いちじく）

NTT

佐伊津
漁港

２個お買上げの方に
もう１個プレゼントいたします !
※お一人様１セット限定。

天草謹製認定 10周年企画

天草市太田町 21-14
　  0969-23-3711
　  9:30～19:30 なし

人気のいちじくのおみやげ、「四郎の初恋」「﨑津NANBAN」
「いちじくジャム」あります。

いちじく・いちじくのおみやげ

ヤマト

天草南蛮柿
い ち じ く 8月15日㈯～9月30日㈬

2020フェア天草南蛮柿
い ち じ く

太田町店
限定

天草高校

五和


