
 

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 2021/06 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︕

⽢⾟cafe鄙HiNa

TEL:0957-54-8814
⼤村市古賀島町111-14
営業時間:10時〜17時
定休⽇:⽉、⽇、祝

エスニック系のお弁当をお探しの方へオススメの「甘辛カフェ鄙HiNa」
トムヤムクンやグリーンカレーが人気だとの事ですが、お店の方オススメ
は「ナシゴレン」見た目を可愛らしく、女子会なんかにもいいかも！！

鄙の味をお外でも「ナシゴレン」 和風れすとらん浜⽥　　　ちょっと贅沢に「特製鰻弁当」

おべんとう＆kitchen

TEL:090-7451-5160
⼤村市本町514
営業時間:7:30〜15:00
定休⽇:⽇曜

お弁当屋さんならでわ
のボリュームと種類に
圧倒される「おべんとう
のみしま」さん。さらに
価格も270円～のお弁
当からあるんですよ！！
今回掲載させて頂いた
のは味噌サバ弁当です。
人気メニューで、オーナ
ーさんもオススメの一品
です。

 ワンコインで買える「味噌サバ弁当」 シュシュカフェ

TEL:0957-53-9569
⼤村市幸町25-33
営業時間:10:00-19:00
定休⽇:年末年始

毎日変わる日替わりメ
ニューもありますが、ス
タッフさんオススメは、
「しょうが焼き弁当」で
す。とにかくご飯が進む
とのこと！！
金額も550円とお求め
やすい価格ですので、
お近く用事の際はぜひ
お立ち寄りください！

不動の人気「しょうが焼き弁当」

⼋重⾷堂

TEL:0957-53-1202
⼤村市杭出津１丁目842-46
営業時間:10:00〜14:30
定休⽇:⼟曜、⽇曜

ランチタイムになると、多
くの常連さんでいっぱい
になる八重食堂さんの
オススメお弁当は「唐チ
キ弁当」です！
から揚げとチキン南蛮が
入ったボリュームのある
一品になっています。
ご飯が進むこと間違い
無しです!!

ボリュームたっぷり「唐チキ弁当」 ⼩梅庵

TEL:0957-52-6016
⼤村市本町518
営業時間:11:00〜17:00
定休⽇:⽊曜⽇

小梅庵さんからご紹介
して頂いたお弁当はた
くさんの種類がある「お
にぎり弁当」です！
唐揚げ3個とおにぎり
3個で、690円です。
個数も種類も自由です。
組み合わせの値段にな
りますので、たくさん食
べたい人はたくさん注文
できますね！

組み合わせ様々な「おにぎり弁当」

⾬の⽇はお家で︕晴れた⽇はお外で︕⼤村のお弁当特集

※コロナ禍でのお⾷事になるので、⼤⼈数での会⾷は控えてください。

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

～海沿いのレストランで、ゆっくりとしたひとときを～

掲載して頂いたお店さんからは、オススメメニューや⼈気のメニューご紹介して頂きました︕

ゆーず⼤村magazine6⽉号(vol.4)2021年5⽉31⽇発⾏ 発⾏︓Uʼs marketing

⾁処 醍醐味 ボリュームたっぷり「ステーキ弁当」 Rom cafe Rom cafe大人気の「モチコチキン弁当」

TEL:0957-53-2188

これから暑い夏に向けて、栄養満点です！自家製の鰻タレでふっくら仕
上げた鰻に、相性抜群のだし巻き玉子や、土佐酢でサッパリ味わえる鰻
ざくをご用意しました！ちょっと贅沢なお昼ご飯にいかがですか！？

TEL:0957-49-5571

肉処 醍醐味さんのお弁当はボリュームたっぷりのものがいっぱい！
今回のオススメは「ステーキ弁当」たっぷりのご飯と醍醐味さん自慢の
ステーキが入っています！がっつり食べたいお昼はこれで決まり!!

TEL:0957-51-5794
⼤村市杭出津2丁目697-4
営業時間:11時〜18時
定休⽇:⽇曜、祝⽇他不定休有

Rom cafeさん一番人気といっても過言ではない「モチコチキン」を
お弁当にした人気のメニュー！お弁当はワンコインで購入できるので、
お気軽にお楽しみ頂けます！ご家族や会社の皆さんでどうぞ!!

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

⼤村市東三城町11-5
営業時間:11時半〜14時半
    :17時〜22時
定休⽇:⽕曜⽇



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～《 6月の幸せになる誕生月占い 》
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10月生活習慣の見直しを。自分が好きな事を
1日の中に取り入れたら楽しくなりそう！

他者の考えを尊重するとあなたも他者に
され愛されます。愛を感じる事がありそう！

心の不安定さがありそう。癒しの音楽を
聞いたり、サロンでセルフケアをしてみて！

夢が叶う時が間近にある事を実感できる
事がおこりそう。コミュニケーションが鍵。

安定の月。やりたい事を探したり、始め
たりしてスキルを磨くと良いです！。

やるべき事を放置せずに、心をコントロ
ールして行く事が大切。慎重に行動して。

積極的に行動を。気分が沈んだら外へ
出て深呼吸したりお散歩したりして◎

新しいスタートの時。環境の変化があり
そうですが楽しむ事！すぐ慣れそうです。

出て行った分、入ってきます。家の中を
断捨離したり、募金などをすると◎

バランスがいい月。新しい自分の発見や
今まで避けてきた事への再挑戦の時！

信頼出来る人を見極める事が重要です。
相手や、状況をよく観察しましょう！

1人でじっくり考える事が多くなりそうな
月。グラウディングをして運気アップです。

ジメジメを快適に過ごそう♪
少し早く始まった梅⾬特集♪この時期の我が家は、成⻑期＆スポーツマンの息⼦のムンムン＋梅⾬で上がってくる湿気と乾かない
洗濯物の湿気で⼤変!!そんな時に⼤活躍するのがペパーミントオイルです♪ペパーミントの主な成分ℓ-メントールの冷感作⽤は、
お部屋の空気を爽やかにしてくれます。実はこれスポーツマンにもさらにメリットがあるんですがそれはまた次⽉(^^♪ また
ℓ-メントールは抗菌、抗真菌、抗ウィルス、ストレス緩和作⽤など他にも様々な効果を持ち合わせていてジメジメからくる嫌な
菌にもストレスにも有⽤です。うちはプラス床のベタベタ＆バイ菌対策アロマで床もサラサラ清潔に。最近は特に⾚ちゃんやペッ
トのいるご家庭での不純物のないアロマ活⽤が増えてますね。⾃然療法が⼦ども達に伝わって嬉しいです(^^)/皆さんも、ペパー
ミントオイルを上⼿に活⽤してジメジメ梅⾬を快適に過ごしてくださいね︕

 
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 ➡
住宅

⾃衛官の⽅以外
 でも、ご相談
 ⼤歓迎です︕

/

【物件概要】●物件価格/2,599万円●交通/JR⼤村線「⽵松」駅徒歩20分
●⼟地⾯積/157.02m2（登記）●建物⾯積/102.06m2（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R02SHC120114号●取引形態/仲介

 WEB
相談可 大村市内の厳選物件情報

【⽉々の返済例】
54,129円

地⽅銀⾏2599万円借⼊、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。

紹介可能！

新築⼾建

中古⼾建

⼟ 地
売却相談

100件以上
⼤村市原⼝町
新築住宅 2,599万円(税込) オンライン⾯談可能︕

株式会社 陸⾃不動産 お問い合わせ︓ 
【宅建業免許番号 ⻑崎県知事(1)第004096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(⽔曜もご案内可能) ⻑崎県⼤村市⽵松本町840-9 2F
080 - 1777 - 3622 

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

不動産の事なら何でもお任せ︕

詳しい新築住宅の資料や
⼟地の場所だけ知りたい
等のお問合せに⼈気です︕

zoomやLINEでのご相談も対応して
おります。お気軽にお申しつけ下さい。

ゆーず⼤村を⾒た
と問合せ下さい。
ホームページ
では他の物件
も掲載中です➡

--- 陸⾃不動産のご案内 ---
◆圧倒的な経験値で住宅ローンの相談
 を伺います。
◆⾃⼰資⾦0からの住宅購⼊できます︕
◆即⽇案内可能です。
◆お客様のご都合に合わせて「知りた
 い情報だけ」というご案内も可能です。

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

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♪

インテリア鶴新

iPhoneリペア工房大村
-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！

画面保護は貼る時代から、コーティングする時代へ!!!!

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！

雨の日に嬉しいインナーバルコニ
ー！

椅子と机を置いて、カフェタイムを

楽しむのもいいですね♪


