
Q’s BAR

バー 本町 / バー  

-きゅーずばー-

大村での二次会や、ちょっと飲みたい時は、Q’s BARへ

⼤村の下波⽌通りにお店を構える「Q
ʼs BAR」です。1⼈でも⼤⼈数でも楽
しめる明るい雰囲気のBAR（バー）
です。軽⾷も楽しめるようにピザなど
もご⽤意してあります︕スタッフも気
さくで元気︕カウンターでお話しする
のも楽しめますよ︕カウンター席では
隣に座った⽅々とお話しても話題が膨
らみますよ〜︕

⼤村市本町
TEL︓0957-50-1409
営業時間︓21時〜29時
定休⽇︓⽇曜定休

カラオケOKの飲み放題
コースが人気ですよ～！

N’s Style Limit

車 富の原 / ⾞ / 板⾦・塗装 

-えぬずすたいるりみっと-

車の販売、車検整備の他に住宅塗装もできる車屋

Nʼs Style Limitでは、⾞の⼿⼊れ、
売買、⾞検はもちろんのこと、板⾦⼯
事や塗装⼯事も承ります。
さらに塗装⼯事もお家の外壁塗装⼯事
も⾏いますので、ご希望の⽅は現地に
て調査をさせて頂き、無料でお⾒積り
させて頂きますので、お気軽にご相談
ください。

⼤村市富の原1丁目1524
TEL︓0957-55-6505
営業時間︓10時〜17時
定休⽇︓不定休

お車のメンテナンスから
板金工事、塗装工事まで
幅広く請負います。

SOUP farm

グルメ 東本町 / ランチ / ⾷べるスープ 

-すーぷふぁーむ-

大村駅の横に「食べるスープ専門店」がオープン！！

⼤村駅すぐ横・ミライOn図書館目の前
の⽴地にオープンされた、⾷べるスー
プ専門店【SOUP farm〜スープファー
ム〜】季節の野菜を使ったスープや、
野菜とモッツァレラチーズのカレース
ープなど、様々な組み合わせが楽しめ
る⾷べるスープ専門店になってます。
セットメニューやドリンクメニューも
揃っており、デザート・コーヒー・タ
ピオカなども合わせて楽しめます。

⼤村市東本町104-7
TEL︓080-2752-5797
営業時間︓11時30分〜20時
定休⽇︓年中無給

キッチンカーもあるので
イベント等の際は出店さ
れますよー！

Rom cafe

カフェ 杭出津 / ランチ / デザート 

-ろむかふぇ-

大村でコーヒー・ランチ・スイーツを楽しめるカフェ
杭出津2丁目にありますブルーグリーン
の外壁が目印のカフェ「Rom cafe」
〜ロムカフェ〜さん。毎⽇変わる「ま
かない飯」や地元の野菜を使った「野
菜スープ」、スイーツ・コーヒーも豊
富で、ゆっくりできるカフェ間違い無
しですよ︕アメリカの⻄海岸を思わせ
る雰囲気で、かわいらしいポップや⽊
目のカウンターなどがデザインされて
います︕

⼤村市杭出津2丁目697-4
TEL︓0957-51-5794
営業時間︓11時〜18時
定休⽇︓⽇祝定休、他不定休あり

テイクアウトのメニューが
とにかく豊富です！ 普通の
お弁当に飽きたらココへ！

クリーニングエイトドライ

暮らし 今津町 / クリーニング / 市内5店舗 

-くりーにんぐえいとどらい-

県央・県北エリア唯一のザ・ウールマークカンパニー認証店
まるで傷んだ髪を復元するように天然
繊維を洗うウェットクリーニング〈ラ
グーンアドバンスケア〉導⼊。⽔洗い
できない着物や⽪⾰、カシミアなど獣
⽑品も洗えます。

⼤村市今津町690-4（本店⼯場）他4店舗
TEL︓0120-211-680
営業時間︓9時〜19時30分（⽊曜を除く平
⽇）その他時間はHPで確認をお願います
定休⽇︓第1・3・5⽇曜 他不定休あり

市内5店舗展開の地域密着
のクリーニング屋さんです！

和風れすとらん浜田

グルメ 東三城町 / 定⾷ / ⽼舗 

-わふうれすとらんはまだ-

本格的な和食料理が楽しめる和風れすとらん。

オススメの浜⽥御膳(左写真)鰻、天ぷら
お造り、茶碗蒸しなど美味しいもの取り
の御膳になってます︕

⼤村市東三城町7-1
TEL︓0957-53-2188
営業時間︓11時30分〜14時 
     16時30分〜19時
定休⽇︓⽔曜定休

見て楽しい、食べて美味しい
料理がたくさんありますよ♪

TEL：0957-53-2188

    ひな祭りにオススメ!
  テイクアウトにオススメ！
  「殿様寿司」3～4人前
　　　予約承ってます！

一皿：￥3,900(税込み)

2日前からのご予約を
お願い致します。

住宅 古賀島町 / 新築  

 

大村の情報が行き交う「たまり場」に。

ゆーず⼤村ゆーず⼤村
⼤村市をより楽しくするためのWEB情報マガジン

携帯でもチェック︕
定期的に紙マガジン
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最新情報を⾒逃す事
も無くなります♪
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 特集
! 大村市を中心に活躍するお店(会社)のご紹介

ホームページ
ゆーず大村

ゆーず大村の公式SNSでは、特集記事のお知らせ
等をタイムリーに配信してるので要チェック！

https://us-marketing.net/

「ゆーず⼤村」で検索︕

ゆーず⼤村magazine3⽉号(創刊)2021年3⽉1⽇発⾏ 発⾏︓Uʼs marketing

「タマタウン木場」好評分譲中！木場スマートIC(約600m)車で約1分

タマホーム株式会社 大村店

6号地

残り3区画の中から「6号地」をご紹介。　～LDKと和室を合わせて25帖以上～

販売
価格2,870万円(税込) 【物件概要】⻑崎県⼤村市⽊場1丁目101番/交通︓JR⻑崎本線「⼤村」駅徒歩25分/総区画︓7区画/

販売区画︓3区画/販売価格(税込)︓2,870万円〜3,080万円/地目︓宅地/敷地⾯積︓205.24㎡〜217.
31㎡/延床⾯積︓110.11㎡〜110.95㎡/⽤途地域︓第⼀種低層住居専⽤地域/建ぺい率︓50％/容積率
︓80％/接⾯道路︓位置指定道路約6m(⼤市建第370号)/私道負担⾯積︓なし/建物構造︓⽊造軸組⼯
法/建築確認番号︓第R02確認建築⼤村市建00016号 他/上⽔道︓公営⽔道︓下⽔道︓公共下⽔/電気
︓九州電⼒/完成時期︓2020年9⽉/⼊居時期︓相談/取引態様︓売主/広告期限︓2021年3⽉末⽇

タマホーム株式会社  ⼤村店 お問い合わせ︓0120 - 985 - 075 

お⽀払い例 タマタウン⽊場6号地 2,870万円(税込)の場合
⽉々のお⽀払い
(年12回)1回あたり59,578円

《頭⾦0円》
 ボーナス払い
(年2回)1回あたり 57,967円

■返済期間︓40年(元利均等返済)■借⼊額︓2,870万円■変動⾦利0.75％(九州
労働⾦庫)■「紹介ローン」■融資限度額︓物件価格の100％■別途諸経費がかか
かります/融資条件等も異なりますので詳細はスタッフまで。2021年2⽉1⽇時点
の⾦利を参考にしております。

スマホでアクセス

靴クリーニングも⼤好評︕

長崎市・佐世保市への通勤にも便利な周辺環境
■国⽴病院機構⻑崎医療センター(約1,400m)徒歩で約18分
■旭が丘⼩学校(約550m)徒歩で約7分■⼤村中学校(約1,000m)徒歩で約13分
■ダイレックス⽊場店(約600m)徒歩で約8分■ひまわり児童館(約270m)徒歩で約4分
■旭ヶ丘ストアー(約450m)徒歩で約6分■おひさま保育園(約350m)徒歩で約5分

【建設業許可番号】国⼟交通⼤⾂許可(特-30)第19013号(般-30)第19013号【宅建業免許番号】国⼟交通⼤⾂(4)第6857号（公社）⻑崎県宅地建物取引業協会会員（⼀社）九州不動産公正取引協議会加盟
営業時間︓9︓00〜20︓00 / 定休⽇︓毎週⽔曜⽇ および3/1(⽉)

※販売価格には諸費⽤(登記費⽤、⽕災保険料、融資⼿数料等)
は含まれておりません。

カーナビ検索 ⼤村市⽊場1丁目102付近➡※現地撮影

【管轄店】⻑崎⽀店 ⻑崎市古賀町867-1 TEL︓0120-924-040

⻑崎県⼤村市
古賀島町327-1

※計算の距離は地図上の概測で徒歩分数は1分＝80m、⾞は時速40kmで計算しています。新価格︕

新型コロナウイルス感染防止対策として「完全予約制」でのご案
内となります。ご見学希望の方は事前のご連絡をお願いします。

■敷地⾯積︓208.72㎡(63.13坪)
■延床⾯積︓110.93㎡(33.55坪)

■1F床⾯積︓62.08㎡(18.77坪)
■2F床⾯積︓48.85㎡(14.77坪)



甘辛cafe鄙Hina

カフェ 古賀島町 / ランチ / デザート 

-あまからかふぇひな-

トムヤムクンなどのエスニックを気軽に楽しめるカフェ

⼤村市古賀島町にお店を構える「⽢⾟
cafe 鄙HiNa」さん。お⾷事も喫茶も
楽しめるカフェレストランとなってお
り、トムヤムクンなどのエスニック、
各種パスタをはじめとした料理をご提
供されています。毎⽇変わるきまぐれ
ランチが⼈気ですので「⽢⾟cafe 鄙H
iNa」facebook公式Instagramにてチ
ェックしてみてください︕

⼤村市古賀島町111-14
TEL︓0957-54-8814
営業時間︓10時〜17時
定休⽇︓⽇⽉祝定休、他不定休あり

季節のフルーツを使った
フルーツティーとフルーツ
パフェも人気ですよー！

富屋酒店

酒　屋 富の原 / お酒  

-とみやさけてん-

色々なお酒が購入できる本格的なお酒屋さん

富の原にお店を構える「富屋酒店」。
こだわりの⽇本酒、焼酎、ワイン等お
いしいお酒を正規価格でご提供いたし
ます︕インスタグラムでは随時⼊荷し
たお酒を更新しています︕お酒好きな
⽅はチェックしてみてください。
ホームページもリニューアルしました
ので、下記QRコードより新しいホー
ムページより富屋酒店をチェックして
ください︕

⼤村市富の原1丁目1434-2
TEL︓0957-55-4611
営業時間︓10時〜21時
定休⽇︓不定休

お店では試飲できるお酒
もあるかもしれないので、
足を運んでみてください♪

肉処 醍醐味

居酒屋 東三城町 / しゃぶしゃぶ / ステーキ 

-にくどころ だいごみ-

しゃぶしゃぶやステーキ等のお肉料理が楽しめる居酒屋

⼤村駅近くにお店があり、ランチも豊
富な醍醐味さん。⼀番⼈気はしゃぶし
ゃぶの⾷べ放題です︕醍醐味のしゃぶ
しゃぶ⾷べ放題は1680円(税別)からで
きます︕お得にお腹いっぱい⾷べれち
ゃいますよ。豚セット・⽜セット、豚
・⽜セット等組み合わせも豊富で、お
腹いっぱいになるまで、お⾁を楽しめ
るようにご提供しています︕

⼤村市東三城町11-5
TEL︓0957-49-5571
営業時間︓11時30分〜14時30分（お昼）
     17時〜22時（夜）
定休⽇︓⽕曜⽇

お肉をたっぷり使った
テイクアウトメニューが
豊富ですよー！

居酒屋 松っつん

居酒屋 ⽔主 / 地産地消 / 個室あり 

-いざかや まっつん-

長崎、大村の食材をふんだんに使用した料理をご提供

地産地消を⼼掛け、⻑崎の⾷材をふん
だんに使⽤した料理をご提供させて頂
いております。駐⾞場も30台完備して
おりますので、安⼼してお⾞でお越し
ください。⻑崎の⿂介をふんだんに使
⽤したお刺⾝は、その⽇の朝捕れた⿂
を使⽤していますので鮮度抜群で美味
しいですよ〜!!

⼤村市⽔主町1丁目747-1
TEL︓0957-51-6684
営業時間︓18時〜翌1時30分
定休⽇︓⽕曜⽇

個室もあるため、まわりを気
にせずお食事もできます！

居酒屋 柚とり

居酒屋 松並 / 焼き⿃ / お座敷あり 

-いざかや ゆとり-

ふっくら旨味を閉じ込めた究極の焼き鳥を味わう居酒屋

備⻑炭で丁寧に焼き上げる串が、当店
の特徴です。朝引きの新鮮な地鶏は、
⻭応えも楽しめる逸品。多彩に揃える
ドリンクはどれも串に合う1杯ばかり︕
アルコール飲料はもちろん、ノンアル
コールやソフトドリンクもございます。
こだわりの⽇本酒、焼酎などお飲み物
も豊富に取り揃えて、みなさまのお越
しをお待ちしております。

⼤村市松並1丁目206-3
TEL︓0957-47-6756
営業時間︓17時〜24時
定休⽇︓不定休

大きめの串が嬉しいお店
豊富な種類の串メニュー
を楽しみましょう！

iPhoneリペア工房大村

ショップ ⽔主町 / iPhone修理 / コーティング 

-あいふぉんりぺあこうぼうおおむら-

iPhoneの修理・ガラスコーティングなら当店におまかせ！

⽔主町1丁目のマイプラザにお店があ
る「iPhoneリペア⼯房⼤村」では、
iPhoneの画⾯交換や電池交換等の修理
とガラスコーティングができます︕詳
しくはHPから︕画⾯をガラスコーティ
ングする事により、これまで、画⾯に
貼っていた保護シールを貼る必要が無
くなるかもしれません︕
iPhoneだけでなくiPadもできるので、
お気軽に問い合わせしてみてください。

⼤村市⽔主町1丁目747-1
TEL︓0957-47-8899
営業時間︓10時00分〜19時
定休⽇︓不定休

明るい店員さんが目の前で
公開修理してくれますので、
安心して任せれます！

肉バル にはち

グルメ 古賀島 / ランチ / ステーキ 

-にくばる にはち-

お腹いっぱいにステーキを食べるならココ！テイクアウトも有

空港通りにお店を構える「⾁バルには
ち」さん。お店のこだわりは、健康に
も良い⾚⾝のお⾁を使ったステーキを
できるだけ安価でお届けする事です︕
店内は座敷席も設け、宴会等もご対応
可能です。テイクアウトのもメニュー
も豊富に揃えており、ランチにお⾁を
がっつり⾷べたい時はぜひご利⽤くだ
さい。

⼤村市古賀島町92-6
TEL︓0957-47-9658
営業時間︓11時〜22時30分
定休⽇︓不定休

ランチタイムは土曜・日曜
も行っていますので、お休
みの日にも楽しめます！

たかはま化粧品

美 容 古町 / 美容 / ソニックエステ 

-たかはまけしょうひん-

「ソニックエステ」による美容施術が当店の一番人気です

ソニックエステとは︖超⾳波エステマ
ッサージ機による1秒間に100万回の微
振動によって、細胞⼀つ⼀つにミクロ
のマッサージが⾏き渡らせ細胞の活性
化を図っていきます。シミ・しわ・く
すみ・たるみ・⾚ら顔・肌荒れ・⽑⽳
の開き・ニキビ跡など、複数の肌トラ
ブルに細胞レベルで⼀挙に働きかけて
いける施術です。さらに注射針を使⽤
しない安⼼の美容法です︕

⼤村市古町１丁目534-4
TEL︓0957-52-3283
営業時間︓9時30分〜19時(時短の場合有)
定休⽇︓⽔曜定休、セミナー時お休み有り

つけ麺専門店 だるま

グルメ 古賀島 / つけ麺 / NEW OPEN 

-つけめんせんもんてん だるま-

大村市に初の「つけ麺」専門店がついにオープンです！！

⼤村市古賀島町（運転免許試験場近く）
に新しく⼤村初となる「つけ麺」専門
店がオープンです︕つけ麺専門店だけ
ど、ラーメン、油そば、チャーシュー
丼もあわせて楽しめる様にメニューを
作っています︕麺好き集まれー︕

⼤村市古賀島町1441-1
TEL︓0957-51-5794
営業時間︓11時〜18時
定休⽇︓⽇祝定休、他不定休あり

オープンの日は「だるま」の
公式Instagramでチェック
してください！

BAR　Limit

バー 本町 / バー  

-ばー りみっと-

大村で楽しくワイワイお酒を飲むなら「BAR　Limit」で

⼤村市本町453-6 1F
TEL︓070-5488-9788
営業時間︓21時〜Last
定休⽇︓不定休

お店の情報は左のQRコード
からお店のInstagramにて
チェックしてください！

インテリア鶴新

住宅 植松 / 壁紙⼯事 / カーテン⼯事 

-いんてりあつるしん-

クロス(壁紙)・カーテン取付等の室内工事はおまかせ！！

室内⼯事といっても様々ですが、イン
テリア鶴新では、「クロス(壁紙)の新
調・補修」、「カーテンレール等の取
付」、「ブラインドやロールスクリー
ンの取付」、「クッションフロア施⼯」
等が主な内容になります。まずはお⾒
積りからさせて頂きますので、お気軽
にご相談ください。こんなデザインの
クロス（壁紙）、床のデザインは無い
かな…などのご相談でもOKです︕

⼤村市植松1丁目
TEL︓090-1082-7726
営業時間︓9時〜17時
定休⽇︓不定休

ゆーず大村を見たとお電話
ください。お見積りは無料で
すのでお気軽に♪

カフェ 東彼杵 / 古⺠家 / 体験型カフェ 

-こみんかかふぇもみじ-

椛(Momiji)さんでは、「囲炉裏焼き」が体験できますよ！

街中では体験できな⽥舎ならではの体
験をしてほしいと、お店をオープンさ
れています。冬場には囲炉裏体験、近
くの畑では野菜の収穫体験など、体験
型カフェをコンセプトにされていらっ
しゃいますので、アウトドア好きの⽅
にオススメです。昭和レトロなモノが
たくさんレイアウトしてあるのも特徴
で、蓄⾳機やレコード、昔ながらのミ
シンなど、レアものたくさんです!!!!

「囲炉裏焼き」は3月末頃
までの限定メニューですので
気になる方は急いでチェック！

東彼杵郡東彼杵町⼀ツ⽯郷1915
TEL︓0957-46-3162
営業時間︓11時〜17時
定休⽇︓⽉曜⽇、⽊曜⽇(変更の可能性有)

古民家カフェ椛（Momiji）

お試し価格

1,000円(税別)
今なら//

ソニックエステ

⼤村市本町の「BAR Limit」で、楽
しくワイワイ飲みませんか。スタッ
フが気さくで明る⾯⽩い、⾏った次の
⽇には元気になれる、そんなバーです。
お１⼈様でも気軽にお越し頂けます。
飲み放題も１時間2,200円からご⽤意
しておりますのでお気軽にお越しくだ
さい。コロナウイルス感染防⽌対策も
しっかりと整えております︕

某電話・チャット占いデビュー3か⽉で約500⼈の実績。5,000⼈以上の鑑定⼠ランキングでチャット部門
3位を獲得。デビュー鑑定⼠総合ランキング1位の認定エンジェルカードリーダーTM Ririmuちゃんによる
「幸せになる誕⽣⽉占い」ホームページも覗いてみてください。

～セラピスト山崎智子さん毎月のコラム～《 3月の幸せになる誕生月占い 》

1月

2月

４月

５月

３月

８月

６月

７月

９月 12月

11月

10月困っている人に手を差し伸べてね。
後に大きくなって帰ってくるよ。

悲しみは手放しましょう。明けない夜
はない！です。ポジティブが運気UP！

断捨離をして大きく運気UP！要ら
なくなった物が眠っているでしょ？

自分と向き合う時間を作ろう。夜空
を見ると本当の気持ちがわかるかも。

今までの悩み事から解放され元気
になるかも。嬉しい知らせが来ます

動き出すのにとても良い月。やりた
かった事の勉強を始めるのにも吉。

体も心もお休みの月。生活のメリ
ハリを付けて！休める時は休んで。

変化の始まりの時。情報収集を念入
りにして、困った時に役立ちます。

人生の道に迷いそう。そんな時は自
分の心の声に従い我が道を行こう。

耐える月。耐えた分だけ、その先に
大きな幸運が待っています。

親しき仲にも礼儀有り。フェアな関
係でお返しは必ずするように。

距離を置いて中立的に観察する事
で立て直すチャンスがきます。

3月はアロマで花粉症対策を！
いよいよやってきましたね〜グスグスかゆかゆシーズン!! 今年はコロナもあり周りの目まで気になるシーズンとなりそう。
花粉症マーク付きマスクとかあれば良いのにね〜なんて思う⽇々です。さてそんな季節に強⼒な味⽅として、アロマがある
ことをご存知ですか︖ ユーカリやラヴィンサラなど1,8-シネオールを多く含むものがオススメですよ☺
有⽤性が確⽴していて、安全なグレードの物ならそのまま貼り薬のように塗布しても使えます!!スプレーにして⼿やマスク
にシュッとしたら外出先でも⿐が通り呼吸が楽になりますよ♪⾃然療法でいつまでも健やかな体作りを目指してくださいね。

 
⼤村市のアロマ＆デトックスサロン〜爽〜を拠点に福岡など九州各地
で妊活、ダイエット、対⼈関係、仕事関係などの相談にのっているセ
ラピスト⼭崎智⼦さん。インスタもチェックしてみてください ➡

セラピスト山崎智子

※メニューは変更になる場合がございます

Ririmuちゃんのサロン 検索 ➡


