
 

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
も発⾏するから、
最新情報を⾒逃す事
も無くなります♪

ゆーちゃん　ゆーくんゆーちゃん　ゆーくん

⼤村市を中⼼に⻑崎県央の
グルメ・イベント・ローカル情報

を発信します。
2020年10⽉配信開始!!

InstagramLINE

 テイクフリー //

magazinemagazine
ペーパー版 2021/05 ⽉号

ホームページ
ゆーず大村

ゆーず大村の公式SNSでは最新情報を配信中！！

https://us-marketing.net/

「ゆーず⼤村」で検索︕

家はシンプルでいい。こんどこそ思うぞんぶん暮らそう。
COZYは、住んでから続く暮らしにこそ、本当の価値があると考えています。楽しく過ごす気に⼊った暮らしは、⼈を幸せに
笑顔にする。そのことを、たくさんのオーナー様の姿から教えてもらいました。シンプルさが暮らしの幅を広げるCOZYの家。
さああなたも、あなたの暮らしをはじめませんか。

長崎市・佐世保市への通勤にも便利な周辺環境

/

新たに4つのテイストが登場。外観・インテリアをトータルコーディネートできます。ライフスタイルや
好みにあわせて選んで、⾃分らしさをプラスしましょう。

〉〉わかりやすい コミコミ価格

COZYでは分かりにくいと⾔われる家づくりのお⾦を明確化。表⽰価格〈本体価格〉には付帯⼯事
〈電気、冷房、暖房、給排⽔〉、⽔回り設備、照明、カーテンも含まれます。余計なお⾦を考える
必要もなく、安⼼して家づくりを進めることができます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

あたたかい家じかんをはぐくむ北欧テイスト 落ち着きが⼤⼈かっこいいブルックリンテイスト 海風のリラックス感が漂うやかな⻄海岸テイスト そよ風のようなやさしさに包まれるナチュラルテイスト
明るい⽊目と⽩をベースとして、
ブルーグレーのアクセントが映える北欧テイスト。
キッチンの背⾯には⽩レンガ調のクロスを。
カウンターには好きな雑貨をすてきに飾って。

濃い⾊の床、壁にレンガ調のクロス。
全体をビターな⾊合いでまとめてかっこよく。
男前な空間にブラックやアイアン使いのアイテム、
コーヒー道具がしっくりとなじんで。

古⽊調クロスの⽩壁の空間にブルーを取り⼊れた、
海辺の景⾊とゆるい空間を感じるインテリア。
レザーやユーズド感のある家具、
観葉植物が似合う空間でリラックス。

床とドアの明るいブラウンの⽊目と⽩い壁、
ニュアンスを持つグレー＆ベージュを組み合わせ。
やさしく透明感のある空間に、
お気に⼊りのものだけをディスプレイ。

全て含まれたコミコミ価格
25坪

1,653万円〜(税込)

＋ ＋ ＋

※⼟地の形状や状態により別途費⽤が
かかる場合がございます
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--

-

省エネルギー基準
 ⼀般地域基準

0.56w/㎡ k・

COZY
0.49w/㎡ k・〈

〉〉公的基準を上回る断熱性能を発揮

㈱ウイングホーム/⼤村市松⼭町631-1/⻑崎県知事登録第(17)-20351号/⻑崎県知事(般-29)第11148号/⻑崎県知事(4)第3514号/TEL︓0957-46-5114

相談予約
 受付中

予約
特典

     Webからのご相談予約で
QUOカード2,000円分プレゼント︕➡

スマホで
簡単予約

SNSで
 情報
発信中

COZYの家では、標準仕様において断熱性能を表す「UA値」
が公的に定められた省エネルギー基準値を上回っており、そ
の⾼い断熱性能が認められております。

断熱性能UA値(外⽪)基準値の約1.2倍︕

コーズィー

居酒屋松っつん

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

松っつんオープン当初
から大人気のポテトサ
ラダ。そのポテトサラダ
にチーズを挟み、コロッ
ケにした「ポテサラコロ
ッケ」特製のウスターソ
ース・タルタルソースで
どうぞ！

リピーター続出の「ポテサラコロッケ」 もつ鍋 蓮

TEL:0957-56-8863
⼤村市池⽥2丁目331-11
営業時間:17時30分〜23時
定休⽇:⽇曜⽇

京都のみそとホタテと
海老からとった出汁を
合わせ、その中に大村
では珍しい博多から取
り寄せた「もつ」を入れ
た贅沢な一品になって
います。

博多からもつを取寄せ「京風もつ鍋」

居酒屋 幸

TEL:0957-50-0510
⼤村市桜⾺場1丁目197-6
営業時間:17時30分〜
定休⽇:⽇曜⽇

炭火で焼き上げる焼き
鳥もオススメですが、今
回はボリュームたっぷり
のチキン南蛮をご紹介！
もも肉一枚まるごとを、
揚げるので、ボリューム
が凄いです！卵たっぷり
使った手作りタルタルソ
ースでご賞味ください！

ボリュームたっぷり「チキン南蛮」 居酒屋 太⿎

TEL:0957-54-9279
⼤村市⻄⼤村本町390-4
営業時間:18時〜24時
定休⽇:⽉曜⽇

秘伝の煮込み汁でしっ
かり味をつけ、こんがり
焼いた、一手間も二手
間もかけた自慢の豚足
です。
今年からインスタ、ホー
ムページ、通販サイトも
開設しているので、ぜひ
チェックしてみて下さい。

大変好評を頂いている「情熱の豚足」

居酒屋 海豚

TEL:090-5486-2069
⼤村市⻄⽔⽥町587-1 1F
営業時間:17時30分〜24時
定休⽇:第3⽕曜⽇

燻製のような炭火焼き
の風味で酒のあてに、
最適！！柚子胡椒でさ
らに美味しさ引き立ち
ます。お店の定休日が
変更になりました。
第三火曜日がお休み
です。
ひかり豚を使用した
しゃぶしゃぶも大人気！

お酒のあてに最適な「炭火焼き豚」 駅前酒場 肴や

TEL:0957-53-9798
⼤村市東本町2-1
営業時間:17:30-23:00
定休⽇:⽇曜⽇

肴やからオススメする
メニューは「ホル天」！
牛ホルモンの揚げ出し
です。肴やならでわの
一品で、他のお店では
なかなか食べることが
できないと思います！
ぜひ、皆さま食べてみて
ください。

ホル天「牛ホルモンの揚げ出し」

炭⽕やきとり ⿃政

TEL:0957-47-5255
⼤村市杭出津1丁目
営業時間:16:00-24:00
定休⽇:無し

自慢のメニューは炭火
焼きのバリエーション
豊富な串メニューです！
鶏の希少部位や巻きも
の、魚介や野菜などご
用意しております。
お子様から大人まで、
お楽しみ頂けるメニュー
になっています。

バリエーション豊富「串メニュー」 ⾷酒処 信之

TEL:0957-53-9569
⼤村市協和町172-4
営業時間:17:30-24:00
定休⽇:⽉曜⽇

オススメのメニューは
「活アジの造り」です。
他にも活魚があります
ので、魚介系がお好き
な方は、ぜひお越しく
ださい。

長崎県産「活アジの造り」

韓味屋 きずく

TEL:0957-53-3828
⼤村市東本町3-18
営業時間:17:00-24:00
定休⽇:不定休

お客様から大好評の
圧倒的人気商品であ
る「ヤムニョムチキン」
普通と辛口と選ぶ事
もできますので、辛い
方が好きな方は、辛め
を選べるようにしてい
ます。ぜひ食べてみて
ください！

圧倒的人気「ヤムニョムチキン」 居酒屋 すずめ

TEL:0957-52-1088
⼤村市東三城町町5-12
営業時間:17:30-24:00
定休⽇:⽉曜⽇

すずめイチオシの地鶏
焼きの「朱雀焼き」。
朝引きの新鮮な有田鶏
に下味をつけ、軽く火を
通してから最後に、鶏油
(ちーゆ)と言う油を炭に
投入し火柱を上げて、
炭付けをし、一気に焼き
あげます。
これこそTHE炭火焼！

すずめの「朱雀焼き」

新しい出会いや歓迎会で⾏きたい⼤村の「居酒屋」さん︕

※コロナ禍でのお⾷事になるので、⼗分な感染拡⼤防⽌対策を実施のうえ開催してください

ゆーず大村magazine

では情報を掲
載したい

お店さん大募
集！

【こんなお店(会社)さんにオススメ】

・若い年齢層に向けて情報を発信したい
・⼤村に住んでいる⼈に発信したい
・新聞折込の反響が減ってきた
・求⼈情報を掲載したい⽅
・ポスティングを検討している...等々

▶InstagramのDMからもお問合せ可能検索ゆーず⼤村 掲載 ➡

１枠5,000円～と掲載

しやすい金額
設定です♪

詳細は検索！

広 告 募 集

🏠🏠5月の連休は、新築のお勉強に出かけませんか？

掲載して頂いた居酒屋さんからは、⾃慢のオススメメニューをご紹介してもらいましたよ︕

ゆーず⼤村magazine5⽉号(vol.2)2021年5⽉1⽇発⾏ 発⾏︓Uʼs marketing
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「ゆーず⼤村」で検索︕

家はシンプルでいい。こんどこそ思うぞんぶん暮らそう。
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好みにあわせて選んで、⾃分らしさをプラスしましょう。

〉〉わかりやすい コミコミ価格
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必要もなく、安⼼して家づくりを進めることができます。
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COZYの家では、標準仕様において断熱性能を表す「UA値」
が公的に定められた省エネルギー基準値を上回っており、そ
の⾼い断熱性能が認められております。

断熱性能UA値(外⽪)基準値の約1.2倍︕

コーズィー

居酒屋松っつん

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

松っつんオープン当初
から大人気のポテトサ
ラダ。そのポテトサラダ
にチーズを挟み、コロッ
ケにした「ポテサラコロ
ッケ」特製のウスターソ
ース・タルタルソースで
どうぞ！

リピーター続出の「ポテサラコロッケ」 もつ鍋 蓮

TEL:0957-56-8863
⼤村市池⽥2丁目331-11
営業時間:17時30分〜23時
定休⽇:⽇曜⽇

京都のみそとホタテと
海老からとった出汁を
合わせ、その中に大村
では珍しい博多から取
り寄せた「もつ」を入れ
た贅沢な一品になって
います。

博多からもつを取寄せ「京風もつ鍋」

居酒屋 幸

TEL:0957-50-0510
⼤村市桜⾺場1丁目197-6
営業時間:17時30分〜
定休⽇:⽇曜⽇

炭火で焼き上げる焼き
鳥もオススメですが、今
回はボリュームたっぷり
のチキン南蛮をご紹介！
もも肉一枚まるごとを、
揚げるので、ボリューム
が凄いです！卵たっぷり
使った手作りタルタルソ
ースでご賞味ください！

ボリュームたっぷり「チキン南蛮」 居酒屋 太⿎

TEL:0957-54-9279
⼤村市⻄⼤村本町390-4
営業時間:18時〜24時
定休⽇:⽉曜⽇

秘伝の煮込み汁でしっ
かり味をつけ、こんがり
焼いた、一手間も二手
間もかけた自慢の豚足
です。
今年からインスタ、ホー
ムページ、通販サイトも
開設しているので、ぜひ
チェックしてみて下さい。

大変好評を頂いている「情熱の豚足」

居酒屋 海豚

TEL:090-5486-2069
⼤村市⻄⽔⽥町587-1 1F
営業時間:17時30分〜24時
定休⽇:第3⽕曜⽇

燻製のような炭火焼き
の風味で酒のあてに、
最適！！柚子胡椒でさ
らに美味しさ引き立ち
ます。お店の定休日が
変更になりました。
第三火曜日がお休み
です。
ひかり豚を使用した
しゃぶしゃぶも大人気！

お酒のあてに最適な「炭火焼き豚」 駅前酒場 肴や

TEL:0957-53-9798
⼤村市東本町2-1
営業時間:17:30-23:00
定休⽇:⽇曜⽇

肴やからオススメする
メニューは「ホル天」！
牛ホルモンの揚げ出し
です。肴やならでわの
一品で、他のお店では
なかなか食べることが
できないと思います！
ぜひ、皆さま食べてみて
ください。

ホル天「牛ホルモンの揚げ出し」

炭⽕やきとり ⿃政

TEL:0957-47-5255
⼤村市杭出津1丁目
営業時間:16:00-24:00
定休⽇:無し

自慢のメニューは炭火
焼きのバリエーション
豊富な串メニューです！
鶏の希少部位や巻きも
の、魚介や野菜などご
用意しております。
お子様から大人まで、
お楽しみ頂けるメニュー
になっています。

バリエーション豊富「串メニュー」 ⾷酒処 信之

TEL:0957-53-9569
⼤村市協和町172-4
営業時間:17:30-24:00
定休⽇:⽉曜⽇

オススメのメニューは
「活アジの造り」です。
他にも活魚があります
ので、魚介系がお好き
な方は、ぜひお越しく
ださい。

長崎県産「活アジの造り」

韓味屋 きずく

TEL:0957-53-3828
⼤村市東本町3-18
営業時間:17:00-24:00
定休⽇:不定休

お客様から大好評の
圧倒的人気商品であ
る「ヤムニョムチキン」
普通と辛口と選ぶ事
もできますので、辛い
方が好きな方は、辛め
を選べるようにしてい
ます。ぜひ食べてみて
ください！

圧倒的人気「ヤムニョムチキン」 居酒屋 すずめ

TEL:0957-52-1088
⼤村市東三城町町5-12
営業時間:17:30-24:00
定休⽇:⽉曜⽇

すずめイチオシの地鶏
焼きの「朱雀焼き」。
朝引きの新鮮な有田鶏
に下味をつけ、軽く火を
通してから最後に、鶏油
(ちーゆ)と言う油を炭に
投入し火柱を上げて、
炭付けをし、一気に焼き
あげます。
これこそTHE炭火焼！

すずめの「朱雀焼き」

新しい出会いや歓迎会で⾏きたい⼤村の「居酒屋」さん︕
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ゆーず大村magazine

では情報を掲
載したい

お店さん大募
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・求⼈情報を掲載したい⽅
・ポスティングを検討している...等々

▶InstagramのDMからもお問合せ可能検索ゆーず⼤村 掲載 ➡

１枠5,000円～と掲載

しやすい金額
設定です♪

詳細は検索！

広 告 募 集

🏠🏠5月の連休は、新築のお勉強に出かけませんか？

掲載して頂いた居酒屋さんからは、⾃慢のオススメメニューをご紹介してもらいましたよ︕

ゆーず⼤村magazine5⽉号(vol.2)2021年5⽉1⽇発⾏ 発⾏︓Uʼs marketing



住宅

【物件概要】●物件価格/2,499万円●交通/JR⼤村線「⽵松」駅
徒歩20分●⼟地⾯積/131.45m2（登記）●建物⾯積/90.72m2
（登記）●私道負担・道路/無、北東4.9ｍ幅●完成時期（築年⽉）
2021年3⽉●⽤途地域/第⼀種住居●構造/⽊造2階建て●設備/九州
電⼒、公営⽔道、本下⽔、オール電化●引き渡し/即時●建築確認
番号︓第R02SHC120113号●取引形態/仲介

株式会社 陸⾃不動産 お問い合わせ︓ 

■スーパー（かとりストア）まで徒歩約1分
■⼗⼋親和銀⾏⽵松中央⽀店まで徒歩約3分
■下原⼝公園まで徒歩約3分
■富の原⼩学校まで徒歩約12分
■桜が原中学校まで徒歩約4分

【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︓10︓00〜19︓00 / 定休⽇︓毎週⽔曜⽇ 

⾃衛官の⽅以外でも⼤歓迎︕

⻑崎県⼤村市⽵松本町840-9 2F

/

080 - 1777 - 3622 

⼤村市原⼝町
新築住宅 2,499万円(税込)

約20帖のリビング・オール電化

約20帖(畳みコーナー含む)の

解放感のあるリビングでは、家族

皆んながゆっくりと過ごせそうです！

周辺情報

 WEB
相談可

《 かとりストアーまで徒歩1分のお買い物に便利な好立地 》

▼もっと詳しく

ゆーず⼤村を⾒たと
お問合せください。

⽉々の
返済例 51,422円 地⽅銀⾏2499万円借⼊、35年返済、変動⾦利0.75％、ボーナス払い600万円（ボーナス⽉加

算額97,615円）諸経費は別途かかります※融資条件も異なりますので詳細はお問合せください。

現地写真

株式会社菅野谷興産

求　人 職⼈ / 建設  

-かぶしきかいしゃ すがのやこうさん-

現場作業員を募集中！！社員も若く未経験者でもOK！

解体現場や土木工事の現場での作業員募
集になります！社長も30代前半と若く、若い
方でも働きやすい環境を目指しています！

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～《 5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月新しい風が入って来ます。始めが肝心
慎重に行動を。ラッキーモチーフは猫！

自分との戦いの月に。心のコントロール
を忘れずに。直感を頼りに行動すると◎

生活リズムが崩れそう。地に足を付け
た生活を心がけることで運気も安定。

困難は過ぎ去りました。あなたに必要な
だけの愛と豊かさがやって来きます！

アイディアやスキル向上の月。教えてく
れる人との出会い、ヒラメキを意識して。

とても嬉しい事がありそうです。長く発展
しなかった事がようやく実りそうです。

思考が現実になりやす時。ポジティブな
思考を心がける事。適度な気分転換を。

心がザワザワして来たら1人になって休
みましょう。心の安定が運気の安定へ。

するべき事を放置していませんか？今月
はスタートの月。色んな事への挑戦も◎

今まで信じて頑張って来た事が開花し、
新しい事が始まるよ。心も身体も元気！

自分のやりたい事がみつかります。思い
立ったら即行動を心がけてみて下さい！

基盤が出来上がり、心が解放されそう。
今月は行動せずに見守るスタンスで！

五月病こそ切り替えのチャンス！

五⽉病とは、新年度が始まって新しい環境によるストレスなどで⼼⾝の状態が不安定になることです。五⽉病はそんな⼼⾝の
状態を教えてくれるサイン︕
そんな時こそ、⾃分と向き合ったり、きれいな景⾊を⾒たり、家族や恋⼈と過ごす…どんな事で⾃分が癒されるのか知ること
で新しい⾃分を発⾒できます。
そんな５⽉におすすめのアロマは、ベルガモット。⼼の中に溜め込んだイライラや欲求不満を開放してチャンスをつかみまし
ょう♪ 詳しくはインスタを⾒てね♪

 
⼤村市のアロマ＆デトックスサロン〜爽〜を拠点に九州各地で制限しないがモット
ーで妊活、ダイエット、対⼈、仕事関係などの相談にのっているママセラピスト⼭
崎智⼦です。SNS苦⼿ですが思ったことや⽇々の喜びを頑張って書いてます(^^)/
少しでも皆さんの⼼が楽になるきっかけが⾒つかるといいな(^^♪

セラピスト山崎智子

Ririmuちゃんのサロン 検索 ➡

職種︓現場作業員 応募資格︓不要
給与︓⽉給16万円〜25万円
   ※経験や資格により異なります
時間︓8時30分〜17時(詳細は⾯接にて)
休⽇︓⼟曜⽇/⽇曜⽇(⽉8⽇〜9⽇)
   ※詳細は⾯接にて
⼿当︓資格や免許にて給与待遇有り
待遇︓社会保険完備
担当︓菅野⾕(すがのや)
TEL︓0957-56-8958
会社︓⼤村市宮代町471-2

働き⼿
求む︕

/今なら
 /たかはま化粧品 ➡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︓⽇曜定休、不定休有

夏に飲みたくなるインスタ映えする「シェイク」
5種類を常時用意！価格も400円からとお手
頃なので、おやつの時間や下校途中、帰宅時
など飲んでみてくださいね～！

家をつくる職⼈に無料で相談できる貴重な2週間

職人の「技」と「千恵」が光る
　平屋の家 施工見学会開催

こんな方はぜひお越しください。

・大工さんとお話してみたい方

・セールストークではなく、家の勉強をしたい方

・新築を考えていて間取りをどうしようか悩んでいる方

・平屋を見てみたい方...等々

この見学会はここが違います！

⾒学会の会場はQRコードを読み取って確認して下さい。⼤村市福重町（福重⼩学校裏）
ご相談の予約は、お電話若しくはInstagramのDMにて。 0957-55-9787

完成し
た姿は

ぜひ現
地にて

⻑崎県⼤村市沖⽥町689-3/⻑崎県知事許可 第009955号

▼⾒学会会場

⾒学会では、定期的な換気、職⼈のマスク着⽤
消毒の徹底を⼼掛けております。

⼤⼯のイワナガ

▲インスタグラム

5/1〜15
毎⽇OK︕

営業マンは居ません！この家を作った職人さんが居ます！新築を作る上での
相談や、家づくりの現場での声...等々、営業マンには聞けないお話が聞ける
見学会になってます。

※予約なしでもご相談は可能ですが、ご予約のお客様を優先させて頂きます。

ホンモノの注⽂住宅を
詳しく説明します。

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

▲LINE友だち追加
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